
【東京都】橋梁点検結果
平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

五反田大橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞｵｵﾊｼ) 国道1号 1958 26.9 40.8 関東地整 東京都 品川区 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 国道246号 1964 17.7 40.7 関東地整 東京都 目黒区 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 国道1号 1940 33.6 25.8 関東地整 東京都 大田区 Ⅰ

袖ケ崎橋（下り） (ｿﾃﾞｶﾞｻｷﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道1号 1931 8.0 15.5 関東地整 東京都 品川区 Ⅲ

袖ケ崎橋（上り） (ｿﾃﾞｶﾞｻｷﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道1号 1974 8.0 19.8 関東地整 東京都 品川区 Ⅱ

池上橋 (ｲｹｶﾞﾐﾊﾞｼ) 国道1号 1969 18.1 25.8 関東地整 東京都 大田区 Ⅱ

千住新橋右岸（下り） (ｾﾝｼﾞｭｼﾝﾊﾞｼｳｶﾞﾝ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道4号 1982 134.7 11.2 関東地整 東京都 足立区 Ⅰ

千住新橋左岸（下り） (ｾﾝｼﾞｭｼﾝﾊﾞｼｻｶﾞﾝ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道4号 1982 88.2 7.4 関東地整 東京都 足立区 Ⅱ

中川大橋 (ﾅｶｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 国道6号 1989 134.4 30.8 関東地整 東京都 葛飾区 Ⅱ

金町高架橋 (ｶﾅﾏﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道6号 1993 526.8 15.8 関東地整 東京都 葛飾区 Ⅱ

金町高架橋（下り） (ｶﾅﾏﾁｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道6号 1993 118.3 8.7 関東地整 東京都 葛飾区 Ⅱ

金町高架橋（上り） (ｶﾅﾏﾁｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道6号 1993 118.3 8.7 関東地整 東京都 葛飾区 Ⅰ

新葛飾橋（上り） (ｼﾝｶﾂｼｶﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道6号 1992 60.0 8.0 関東地整 東京都 葛飾区 Ⅱ

新葛飾橋ＯＦＦランプ (ｼﾝｶﾂｼｶﾊﾞｼｵﾌﾗﾝﾌﾟ) 国道6号 1989 60.0 5.5 関東地整 東京都 葛飾区 Ⅰ

中川新橋（下り） (ﾅｶｶﾞﾜｼﾝﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道14号 1979 51.5 26.0 関東地整 東京都 江東区 Ⅱ

江東橋 (ｺｳﾄｳﾊﾞｼ) 国道14号 1995 20.8 35.8 関東地整 東京都 墨田区 Ⅰ

赤羽橋 (ｱｶﾊﾞﾈﾊｼ) 国道1号 1974 17.5 30.8 関東地整 東京都 港区 Ⅱ

東海橋（下り） (ﾄｳｶｲﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道15号 1997 27.9 17.5 関東地整 東京都 品川区 Ⅱ

東海橋（上り） (ﾄｳｶｲﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道15号 1997 27.9 17.5 関東地整 東京都 品川区 Ⅱ

夫婦橋 (ﾒｵﾄﾊﾞｼ) 国道15号 1989 23.3 27.5 関東地整 東京都 大田区 Ⅰ

志村橋 (ｼﾑﾗﾊﾞｼ) 国道17号 1932 57.8 25.8 関東地整 東京都 板橋区 Ⅲ

舟渡高架橋（上り） (ﾌﾅﾄﾞｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道17号 1977 120.2 8.3 関東地整 東京都 板橋区 Ⅱ

舟渡高架橋（下り） (ﾌﾅﾄﾞｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道17号 1977 120.2 8.3 関東地整 東京都 板橋区 Ⅰ

幡ケ谷陸橋（下り） (ﾊﾀｶﾞﾔﾘｯｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道20号 1972 376.3 8.3 関東地整 東京都 渋谷区 Ⅲ

幡ケ谷陸橋（上り） (ﾊﾀｶﾞﾔﾘｯｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道20号 1972 376.3 8.3 関東地整 東京都 渋谷区 Ⅲ

大原陸橋 (ｵｵﾊﾗﾘｯｷｮｳ) 国道20号 1968 19.6 34.5 関東地整 東京都 世田谷区 Ⅱ

新宿跨線橋（取付部） (ｼﾝｼﾞｭｸｺｾﾝｷｮｳ(ﾄﾘﾂｹﾌﾞ)) 国道20号 2012 108.8 27.7 関東地整 東京都 新宿区 Ⅱ

新宿跨線橋（上り）（下り） (ｼﾝｼﾞｭｸｺｾﾝｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)(ｸﾀﾞﾘ)) 国道20号 2011 126.9 50.0 関東地整 東京都 新宿区 Ⅱ

新宿跨線橋（上下） (ｼﾝｼﾞｭｸｺｾﾝｷｮｳ(ｼﾞｮｳｹﾞ)) 国道20号 2008 25.0 41.5 関東地整 東京都 新宿区 Ⅲ

松原和泉陸橋（上り） (ﾏﾂﾊﾞﾗｲｽﾞﾐﾘｯｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道20号 1972 308.9 8.3 関東地整 東京都 杉並区 Ⅱ

松原和泉陸橋（下り） (ﾏﾂﾊﾞﾗｲｽﾞﾐﾘｯｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道20号 1972 307.8 8.3 関東地整 東京都 世田谷区 Ⅱ

瀬田陸橋 (ｾﾀﾘｯｷｮｳ) 国道246号 1978 17.7 50.0 関東地整 東京都 世田谷区 Ⅰ

丸子川水路橋（本線） (ﾏﾙｺｶﾞﾜｽｲﾛｷｮｳ(ﾎﾝｾﾝ)) 国道246号 1978 15.2 17.5 関東地整 東京都 世田谷区 Ⅰ

新桜橋 (ｼﾝｻｸﾗﾊﾞｼ) 国道246号 1958 5.7 31.0 関東地整 東京都 世田谷区 Ⅰ

瀬田富士見人道橋 (ｾﾀﾌｼﾞﾐｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 国道246号 1978 15.9 4.0 関東地整 東京都 世田谷区 Ⅲ

熊野町陸橋 (ｸﾏﾉﾁｮｳﾘｯｷｮｳ) 国道254号 1976 18.5 38.5 関東地整 東京都 板橋区 Ⅲ

大井北２号橋 (ｵｵｲｷﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 国道357号 1980 73.7 11.4 関東地整 東京都 品川区 Ⅱ

西側橋 (ﾆｼｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道357号 1975 74.4 31.0 関東地整 東京都 江東区 Ⅱ

東側橋（山側） (ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾔﾏｶﾞﾜ)) 国道357号 1975 57.0 14.5 関東地整 東京都 江東区 Ⅲ

東側橋（海側） (ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｳﾐｶﾞﾜ)) 国道357号 1975 57.0 14.5 関東地整 東京都 江東区 Ⅱ

荒川河口右岸高架橋山 (ｱﾗｶﾜｶｺｳｳｶﾞﾝｺｳｶｷｮｳﾔﾏ) 国道357号 1996 149.2 10.9 関東地整 東京都 江東区 Ⅱ

荒川河口右岸高架橋海 (ｱﾗｶﾜｶｺｳｳｶﾞﾝｺｳｶｷｮｳｳﾐ) 国道357号 1996 194.0 9.4 関東地整 東京都 江東区 Ⅱ

舞浜大橋右岸ランプ山 (ﾏｲﾊﾏｵｵﾊｼｳｶﾞﾝﾗﾝﾌﾟﾔﾏ) 国道357号 1983 99.2 9.0 関東地整 東京都 江戸川区 Ⅲ

大井北１号橋 (ｵｵｲｷﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 国道357号 1974 73.6 8.9 関東地整 東京都 品川区 Ⅲ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 国道20号 1938 13.8 10.9 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

新込縄橋 (ｼﾝｺﾐﾅﾜﾊﾞｼ) 国道20号 2003 23.8 23.3 関東地整 東京都 八王子市 Ⅰ

本尾花橋 (ﾓﾄｵﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 国道20号 1933 11.6 7.0 関東地整 東京都 八王子市 Ⅰ

東大平橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 国道20号 1933 6.5 7.0 関東地整 東京都 八王子市 Ⅰ

西大平橋 (ﾆｼｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 国道20号 1933 11.8 7.0 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

行政区域
道路橋名(フリガナ） 路線名

架設
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（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

資料⑤－3 



神子橋 (ﾐｺﾊﾞｼ) 国道20号 1933 5.6 6.9 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

護摩橋 (ｺﾞﾏﾊﾞｼ) 国道20号 1933 8.5 10.5 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

水野橋 (ﾐｽﾞﾉﾊﾞｼ) 国道20号 1933 6.5 8.1 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

東寒葉橋 (ﾋｶﾞｼｶﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 国道20号 1933 5.3 6.9 関東地整 東京都 八王子市 Ⅰ

西寒葉橋 (ﾆｼｶﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 国道20号 1933 6.6 7.0 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

川口川橋 (ｶﾜｸﾞﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道16号 2013 25.0 25.8 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

拝島橋（下り） (ﾊｲｼﾞﾏﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道16号 1986 527.0 12.4 関東地整 東京都 昭島市 Ⅱ

青木橋（上り） (ｱｵｷﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道16号 1976 25.6 9.4 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

青木橋（下り） (ｱｵｷﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道16号 1976 26.0 12.9 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

落合橋側道橋(上り) (ｵﾁｱｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道20号 1978 19.9 1.5 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

落合橋側道橋(下り) (ｵﾁｱｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道20号 1979 14.8 2.4 関東地整 東京都 八王子市 Ⅱ

新左入橋 (ｼﾝｻﾆｭｳﾊﾞｼ) 国道16号 1992 17.9 30.8 関東地整 東京都 八王子市 Ⅰ

相原高架橋 (ｱｲﾊﾗｺｳｶｷﾖｳ) 国道16号（八王子バイパス） 1985 92.0 7.8 中日本 東京都 町田市 Ⅱ

相原高架橋 (ｱｲﾊﾗｺｳｶｷﾖｳ) 国道16号（八王子バイパス） 1985 92.0 7.8 中日本 東京都 町田市 Ⅱ

御殿山高架橋 (ｺﾞﾃﾝﾔﾏｺｳｶｷﾖｳ) 国道16号（八王子バイパス） 1985 261.0 8.3 中日本 東京都 八王子市 Ⅱ

御殿山高架橋 (ｺﾞﾃﾝﾔﾏｺｳｶｷﾖｳ) 国道16号（八王子バイパス） 1985 259.0 8.3 中日本 東京都 八王子市 Ⅲ

打越高架橋 (ｳﾁｺｼｺｳｶｷﾖｳ) 国道16号（八王子バイパス） 1985 92.0 7.8 中日本 東京都 八王子市 Ⅱ

打越高架橋 (ｳﾁｺｼｺｳｶｷﾖｳ) 国道16号（八王子バイパス） 1985 92.0 7.8 中日本 東京都 八王子市 Ⅱ

1900～横-0001 (1900～ﾖｺ-0001) 1号線 1964 2606.0 16.5
首都高速道路株
式会社

東京都 大田区 Ⅲ

環-0248～目-0206-1 (ｶﾝ-0248～ﾒ-0206-1) 2号線 1967 2430.0 8.4
首都高速道路株
式会社

東京都 港区 Ⅲ

環-0248～目-0206-2 (ｶﾝ-0248～ﾒ-0206-2) 2号線 1967 2155.0 8.4
首都高速道路株
式会社

東京都 港区 Ⅲ

目-0248～目-0284-AB (ﾒ-0248～ﾒ-0284-AB) 2号線 1967 385.0 16.5
首都高速道路株
式会社

東京都 港区 Ⅱ

目-0373～目-0473 (ﾒ-0373～ﾒ-0473) 2号線 1967 3110.0 16.5
首都高速道路株
式会社

東京都 品川区 Ⅲ

中環-2419～三郷-0010 (ﾁｭｳｶﾝ-2419～ﾐｻﾄ-0010) 葛飾川口線 1985 1229.0 18.2
首都高速道路株
式会社

東京都 葛飾区 Ⅲ

池-0626～中環-2000 (ｲｹ-0626～ﾁｭｳｶﾝ-2000) 板橋足立線 2002 2386.0 9.2
首都高速道路株
式会社

東京都 板橋区 Ⅱ

中環-2000～中環-2035 (ﾁｭｳｶﾝ-2000～ﾁｭｳｶﾝ-2035) 板橋足立線 2002 1307.0 9.2
首都高速道路株
式会社

東京都 北区 Ⅱ

中環-2000～中環-2021 (ﾁｭｳｶﾝ-2000～ﾁｭｳｶﾝ-2021) 板橋足立線 2002 1137.0 9.2
首都高速道路株
式会社

東京都 北区 Ⅲ

中環-2037～中環-2075 (ﾁｭｳｶﾝ-2037～ﾁｭｳｶﾝ-2075) 板橋足立線 2002 1862.0 9.2
首都高速道路株
式会社

東京都 北区 Ⅰ

朝凪橋 (ｱｻﾅｷﾞﾊﾞｼ) 環状三号線(都道319号線) 1979 86.1 23.3 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

綾瀬橋 (ｱﾔｾﾊﾞｼ) 吾妻橋伊興町線(都道461号線) 1961 61.3 20.5 東京都 東京都 墨田区 Ⅲ

有明北橋(下り) (ｱﾘｱｹｷﾀﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 豊洲有明線(都道484号線) 2006 246.5 29.5 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

岩井橋 (ｲﾜｲﾊﾞｼ) 浜町北砂町線(都道474号線) 1970 45.2 22.2 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

海辺橋 (ｳﾐﾍﾞﾊﾞｼ) 上野月島線(都道463号線) 1999 23.0 26.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

扇橋 (ｵｳｷﾞﾊﾞｼ) 浜町北砂町線(都道474号線) 2007 27.3 22.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

大富橋 (ｵｵﾄﾐﾊﾞｼ) 環状三号線(都道319号線) 1996 43.6 27.5 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

小名木川橋 (ｵﾅｷﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 深川吾嬬町線(都道465号線) 1988 52.8 27.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

葛西橋 (ｶｻｲﾊﾞｼ) 永台葛西橋線(都道475号線) 1963 939.0 15.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

要橋 (ｶﾅﾒﾊﾞｼ) 永台葛西橋線(都道475号線) 1929 19.3 22.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

鴎橋 (ｶﾓﾒﾊﾞｼ) 環状三号線(都道319号線) 1987 60.0 11.5 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

菊川橋 (ｷｸｶﾜﾊﾞｼ) 東京市川線(都道50号線) 1988 38.2 22.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅱ

木根川橋 (ｷﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 新荒川堤防線(都道449号線) 1969 531.4 12.4 東京都 東京都 墨田区 Ⅲ

木遣り橋(下り) (ｷﾔﾘﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 日比谷豊洲埠頭東雲町線(都道304号線)2006 246.1 30.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

清砂大橋 (ｷﾖｽﾅｵｵﾊｼ) 東京浦安線(都道10号線) 2002 1317.2 29.7 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

黒船橋 (ｸﾛﾌﾈﾊﾞｼ) 上野月島線(都道463号線) 1988 29.6 31.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

京成橋 (ｹｲｾｲﾊﾞｼ) 深川吾嬬町線(都道465号線) 1962 18.8 34.1 東京都 東京都 墨田区 Ⅲ

源森橋 (ｹﾞﾝﾓﾘﾊﾞｼ) 環状三号線(都道319号線) 2007 16.0 22.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅱ

江東新橋 (ｺｳﾄｳｼﾝﾊﾞｼ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1961 370.0 26.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

五之橋 (ｺﾞﾉﾊｼ) 王子千住南砂町線(都道306号線) 1975 30.5 22.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

境川西横断橋 (ｻｶｲｶﾞﾜﾆｼｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 浜町北砂町線(都道474号線) 1973 18.9 8.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

境川東横断橋 (ｻｶｲｶﾞﾜﾋｶﾞｼｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 浜町北砂町線(都道474号線) 1973 21.4 8.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

沢海橋 (ｻﾜｳﾐﾊﾞｼ) 東京浦安線(都道10号線) 1987 25.3 28.5 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

三之橋 (ｻﾝﾉﾊｼ) 環状三号線(都道319号線) 1974 37.1 22.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅲ

汐枝橋(内回り) (ｼｵｴﾀﾞﾊﾞｼ(ｳﾁﾏﾜﾘ)) 環状三号線(都道319号線) 1979 72.0 14.5 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

汐枝橋(外回り) (ｼｵｴﾀﾞﾊﾞｼ(ｿﾄﾏﾜﾘ)) 環状三号線(都道319号線) 1979 72.0 14.5 東京都 東京都 江東区 Ⅱ



汐見橋 (ｼｵﾐﾊﾞｼ) 東京浦安線(都道10号線) 1989 24.3 32.5 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

茂森橋 (ｼｹﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 永台葛西橋線(都道475号線) 1927 11.0 22.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

東雲橋 (ｼﾉﾉﾒﾊﾞｼ)
日比谷豊洲埠頭東雲町線(都道
304号線)

1966 104.0 31.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

四之橋 (ｼﾉﾊｼ) 深川吾嬬町線(都道465号線) 1970 35.3 35.8 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

白鷺橋 (ｼﾗｻｷﾞﾊﾞｼ) 環状三号線(都道319号線) 1963 37.2 20.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

新小原橋 (ｼﾝｵﾊﾗﾊﾞｼ) 南砂町吾嬬町線(都道476号線) 1974 204.0 15.5 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

進開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 王子千住南砂町線(都道306号線) 1966 44.2 22.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

水神大橋 (ｽｲｼﾞﾝｵｵﾊｼ) 吾妻橋伊興町線(都道461号線) 1989 256.0 20.0 東京都 東京都 荒川区 Ⅲ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ) 環状三号線(都道319号線) 1977 29.7 28.2 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

高橋 (ﾀｶﾊﾞｼ) 上野月島線(都道463号線) 2001 43.8 25.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

竪川大橋 (ﾀﾃｶﾜｵｵﾊｼ) 南砂町吾嬬町線(都道476号線) 1970 72.5 24.3 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1984 38.2 25.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅲ

豊住橋 (ﾄﾖｽﾐﾊﾞｼ) 深川吾嬬町線(都道465号線) 1967 37.6 22.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

七枝橋(内回り) (ﾅﾅｴﾀﾞﾊﾞｼ(ｳﾁﾏﾜﾘ)) 環状三号線(都道319号線) 1967 108.9 14.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

七枝橋(外回り) (ﾅﾅｴﾀﾞﾊﾞｼ(ｿﾄﾏﾜﾘ)) 環状三号線(都道319号線) 1978 108.8 14.5 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

業平橋 (ﾅﾘﾋﾗﾊﾞｼ) 本郷亀戸線(都道453号線) 1930 31.7 33.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅱ

二之橋 (ﾆﾉﾊｼ) 上野月島線(都道463号線) 1998 25.9 25.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅱ

八枝橋(内回り) (ﾊﾁｴﾀﾞﾊﾞｼ(ｳﾁﾏﾜﾘ)) 環状三号線(都道319号線) 1969 68.0 14.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

八枝橋(外回り) (ﾊﾁｴﾀﾞﾊﾞｼ(ｿﾄﾏﾜﾘ)) 環状三号線(都道319号線) 1978 52.8 14.5 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

番所橋 (ﾊﾞﾝｼｮﾊﾞｼ) 亀戸葛西橋線(都道477号線) 1960 29.0 20.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

平木橋 (ﾋﾗｷﾊﾞｼ) 環状三号線(都道319号線) 1979 33.0 33.8 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

福島橋 (ﾌｸｼﾏﾊﾞｼ) 東京浦安線(都道10号線) 1966 17.0 33.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

福神橋 (ﾌｸｼﾝﾊﾞｼ) 王子千住南砂町線(都道306号線) 1983 21.3 22.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅲ

船堀橋 (ﾌﾅﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 東京市川線(都道50号線) 1971 1481.9 23.9 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

法恩寺橋 (ﾎｳｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1982 15.9 22.6 東京都 東京都 墨田区 Ⅱ

本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 東京市川線(都道50号線) 1977 40.4 27.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

枕橋 (ﾏｸﾗﾊﾞｼ) 吾妻橋伊興町線(都道461号線) 1928 26.2 18.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅱ

丸八橋 (ﾏﾙﾊﾁﾊﾞｼ) 南砂町吾嬬町線(都道476号線) 1972 161.1 19.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

元木橋 (ﾓﾄｷﾊﾞｼ) 永台葛西橋線(都道475号線) 1977 11.6 45.7 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

柳島橋 (ﾔﾅｷﾞｼﾏﾊﾞｼ) 本郷亀戸線(都道453号線) 1989 44.9 19.0 東京都 東京都 墨田区 Ⅱ

大和橋 (ﾔﾏﾄﾊﾞｼ) 永代葛西橋線(都道475号線) 2000 25.0 22.0 東京都 東京都 江東区 Ⅲ

ゆりのき橋 (ﾕﾘﾉｷﾊﾞｼ) 新荒川堤防線(都道449号線) 2001 88.6 19.2 東京都 東京都 墨田区 Ⅲ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 1941 5.5 18.3 東京都 東京都 北区 Ⅱ

吾妻橋 (ｱﾂﾞﾏﾊﾞｼ) 上野月島線(都道463号線) 1931 132.5 22.6 東京都 東京都 台東区 Ⅲ

飯塚橋 (ｲｲﾂﾞｶﾊﾞｼ) 王子金町江戸川線(都道307号線) 1993 359.0 19.7 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

浮間橋 (ｳｷﾏﾊﾞｼ) 赤羽西台線(都道447号線) 1984 86.1 15.2 東京都 東京都 北区 Ⅱ

姥ヶ橋陸橋 (ｳﾊﾞｶﾞﾊﾞｼﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1993 234.4 14.0 東京都 東京都 北区 Ⅱ

厩橋 (ｳﾏﾔﾊﾞｼ) 本郷亀戸線(都道453号線) 1929 151.4 24.0 東京都 東京都 台東区 Ⅲ

梅島陸橋 (ｳﾒｼﾞﾏﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1968 163.5 13.5 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

江戸川橋 (ｴﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 千代田練馬田無線(都道8号線) 1977 21.4 30.0 東京都 東京都 文京区 Ⅱ

扇大橋 (ｵｵｷﾞｵｵﾊｼ) 台東鳩ケ谷線(都道58号線) 1979 642.6 24.5 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

王子大橋 (ｵｵｼﾞｵｵﾊｼ) 国道122号線 1931 12.7 28.2 東京都 東京都 北区 Ⅲ

大谷田陸橋 (ｵｵﾔﾀﾞﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1972 256.7 14.0 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

尾久橋 (ｵｸﾞﾊﾞｼ) 台東鳩ケ谷線(都道58号線) 1979 306.0 24.0 東京都 東京都 荒川区 Ⅲ

小台橋 (ｵﾀﾞｲﾊﾞｼ) 白山小台線(都道458号線) 1994 118.2 15.0 東京都 東京都 荒川区 Ⅱ

尾竹橋 (ｵﾀｹﾊﾞｼ) 上野尾竹橋線(都道313号線) 1994 130.3 15.0 東京都 東京都 荒川区 Ⅱ

音無橋 (ｵﾄﾅｼﾊﾞｼ) 本郷赤羽線(都道455号線) 1930 50.0 18.2 東京都 東京都 北区 Ⅲ

片瀬北陸橋 (ｶﾀｾｷﾀﾘｯｷｮｳ) 台東鳩ケ谷線(都道58号線) 1975 24.1 8.3 東京都 東京都 荒川区 Ⅱ

片瀬南陸橋 (ｶﾀｾﾐﾅﾐﾘｯｷｮｳ) 台東鳩ケ谷線(都道58号線) 1975 24.1 8.3 東京都 東京都 荒川区 Ⅱ

神谷陸橋 (ｶﾐﾔﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1969 260.1 13.0 東京都 東京都 北区 Ⅱ

寛永寺陸橋 (ｶﾝｴｲｼﾞﾘｯｷｮｳ) 環状三号線(都道319号線) 1975 227.4 13.0 東京都 東京都 台東区 Ⅱ

熊野前陸橋 (ｸﾏﾉﾏｴﾘｯｷｮｳ) 台東鳩ケ谷線(都道58号線) 1978 537.4 13.0 東京都 東京都 荒川区 Ⅱ

蔵前橋 (ｸﾗﾏｴﾊﾞｼ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1927 173.4 22.0 東京都 東京都 台東区 Ⅲ

江北橋 (ｺｳﾎｸﾊﾞｼ) 王子金町江戸川線(都道307号線) 1967 551.4 17.1 東京都 東京都 足立区 Ⅱ



江北陸橋 (ｺｳﾎｸﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1974 198.0 14.0 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

五兵衛新橋 (ｺﾞﾍｲｼﾝﾊﾞｼ) 千住新宿町線(都道467号線) 1984 219.5 14.2 東京都 東京都 足立区 Ⅲ

駒形橋 (ｺﾏｶﾞﾀﾊﾞｼ) 上野月島線(都道463号線) 1927 146.3 25.2 東京都 東京都 台東区 Ⅲ

鹿浜橋 (ｼｶﾊﾏﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 1968 604.9 20.0 東京都 東京都 足立区 Ⅲ

松栄橋 (ｼｮｳｴｲﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 1941 5.5 18.3 東京都 東京都 北区 Ⅱ

白鬚橋 (ｼﾗﾋｹﾞﾊﾞｼ) 王子千住南砂町線(都道306号線) 1931 168.9 22.2 東京都 東京都 台東区 Ⅲ

新荒川大橋(下流) (ｼﾝｱﾗｶﾜｵｵﾊｼ(ｶﾘｭｳ)) 国道122号線 1970 791.6 9.3 東京都 東京都 北区 Ⅲ

新荒川大橋(上流) (ｼﾝｱﾗｶﾜｵｵﾊｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ)) 国道122号線 1966 791.6 9.3 東京都 東京都 北区 Ⅲ

新加平橋 (ｼﾝｶﾍｲﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 2003 38.3 29.5 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

新神谷橋 (ｼﾝｶﾐﾔﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 1967 202.8 19.5 東京都 東京都 北区 Ⅲ

新田端大橋 (ｼﾝﾀﾊﾞﾀｵｵﾊｼ) 白山小台線(都道458号線) 1986 363.5 17.2 東京都 東京都 北区 Ⅱ

新隆慶橋 (ｼﾝﾘｭｳｹｲﾊｼ) 牛込小石川線(都道434号線) 2006 27.0 29.2 東京都 東京都 文京区 Ⅱ

瑞光橋 (ｽﾞｲｺｳﾊﾞｼ) 言問大谷田線(都道314号線) 2000 95.0 19.2 東京都 東京都 荒川区 Ⅱ

千住汐入大橋 (ｾﾝｼﾞｭｼｵｲﾘｵｵﾊｼ) 言問大谷田線(都道314号線) 2006 158.6 19.2 東京都 東京都 荒川区 Ⅱ

内匠橋 (ﾀｸﾐﾊﾞｼ) 平方東京線(都道102号線) 2004 37.5 10.0 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

伝右橋 (ﾃﾞﾝｳﾊﾞｼ) 内匠橋花畑線(都道466号線) 1986 15.6 11.5 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

豊島橋 (ﾄｼﾏﾊﾞｼ) 王子金町江戸川線(都道307号線) 2002 106.7 15.0 東京都 東京都 北区 Ⅱ

舎人二ﾂ橋 (ﾄﾈﾘﾌﾀﾂﾊﾞｼ) 台東鳩ケ谷線(都道58号線) 1986 24.7 22.7 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

南平大橋 (ﾅﾝﾍﾟｲｵｵﾊｼ) 川口草加(都道104号線) 1996 70.0 15.5 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

西新井橋 (ﾆｼｱﾗｲﾊﾞｼ) 吾妻橋伊興町線(都道461号線) 1961 497.3 15.0 東京都 東京都 足立区 Ⅲ

西新井陸橋 (ﾆｼｱﾗｲﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1967 170.1 18.5 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 1951 13.4 25.0 東京都 東京都 北区 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 1951 88.8 18.5 東京都 東京都 北区 Ⅲ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 言問大谷田線(都道314号線) 1967 874.2 17.0 東京都 東京都 足立区 Ⅲ

南大橋 (ﾐﾅﾐｵｵﾊｼ) 本郷赤羽線(都道455号線) 1994 358.0 15.0 東京都 東京都 北区 Ⅱ

宮地陸橋 (ﾐﾔｼﾞﾘｯｷｮｳ) 王子千住南砂町線(都道306号線) 1974 199.0 13.5 東京都 東京都 荒川区 Ⅲ

谷塚橋 (ﾔｽﾞｶﾊﾞｼ) 吉場安行東京線(都道103号線) 1979 25.7 20.0 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

両大師橋 (ﾘｮｳﾀｲｼﾊﾞｼ) 神田白山線(都道452号線) 1971 251.8 16.0 東京都 東京都 台東区 Ⅱ

鷲宮橋 (ﾜｼﾐﾔﾊﾞｼ) 内匠橋花畑線(都道466号線) 1951 31.5 4.5 東京都 東京都 足立区 Ⅰ

愛敬橋 (ｱｲｷｮｳﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 不明 4.1 7.6 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

秋川橋 (ｱｷｶﾜﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1988 66.0 11.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

秋葉橋 (ｱｷﾊﾞﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1959 5.0 4.6 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

秋留橋 (ｱｷﾙﾊﾞｼ) 国道411号線 2000 171.0 23.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

愛宕大橋 (ｱﾀｺﾞｵｵﾊｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 2000 104.0 13.3 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

綾瀬橋 (ｱﾔｾﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1972 25.9 7.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

新井橋 (ｱﾗｲﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1971 19.0 7.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅲ

軍畑大橋 (ｲｸｻﾊﾞﾀｵｵﾊｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1991 129.5 12.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

石神橋 (ｲｼｶﾞﾐﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1979 19.4 9.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

石津橋 (ｲｼﾂﾞﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1992 13.3 5.1 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

一家橋 (ｲﾁｲｴﾊﾞｼ) 瑞穂富岡線(都道44号線) 不明 5.4 7.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

一之橋 (ｲﾁﾉﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1981 3.4 10.4 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

一番橋 (ｲﾁﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1959 7.1 6.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

市道橋 (ｲﾁﾐﾁﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1983 32.1 9.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

五日市橋 (ｲﾂｶｲﾁﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1994 85.5 22.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

一付橋 (ｲﾂｹﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1983 34.8 9.3 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

出野橋 (ｲﾃﾞﾉﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1960 6.8 10.6 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

井戸川橋 (ｲﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1929 3.6 6.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

入平橋 (ｲﾘﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ)
主要地方道青梅秩父線(都道53号
線)

1986 11.6 9.6 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

入の下橋 (ｲﾘﾉｼﾀﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 1969 7.0 6.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅲ

岩井橋 (ｲﾜｲﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1934 7.3 5.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

岩藏橋 (ｲﾜｸﾗﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1929 2.4 10.7 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

上の橋 (ｳｴﾉﾊｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1965 10.0 5.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

牛浜橋 (ｳｼﾊﾏﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1977 12.6 10.5 東京都 東京都 福生市 Ⅱ

鵜流橋 (ｳﾅｶﾞｼﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1955 10.7 7.9 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ



海沢大橋 (ｳﾅｻﾞﾜｵｵﾊｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 2003 87.0 11.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅰ

梅ヶ平橋 (ｳﾒｶﾞﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1974 20.0 7.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

永盛橋 (ｴｲｾｲﾊﾞｼ) 国道411号線 1931 12.8 7.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

大熊橋 (ｵｵｸﾏﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1962 4.4 6.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1960 45.6 7.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1982 46.0 9.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

王子橋 (ｵｵｼﾞﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1962 8.0 6.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

大瀬戸橋 (ｵｵｾﾄﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1959 8.0 5.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅰ

大岳橋 (ｵｵﾀｹﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1988 12.7 9.4 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1958 3.9 8.2 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

大荷田橋 (ｵｵﾆﾀﾊﾞｼ) 国道411号線 2011 24.0 13.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 所沢青梅線(都道179号線) 1972 6.4 7.7 東京都 東京都 瑞穂町 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 瑞穂富岡線(都道44号線) 1984 11.0 8.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

大向橋 (ｵｵﾑｶｲﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1986 24.1 10.3 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

小川谷橋 (ｵｶﾞﾜﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1956 51.0 5.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

奥多摩大橋 (ｵｸﾀﾏｵｵﾊｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1996 265.0 12.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

奥多摩橋 (ｵｸﾀﾏﾊﾞｼ) 柚木二俣尾線(都道200号線) 1939 176.4 6.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

尾崎橋 (ｵｻﾞｷﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1971 32.0 7.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

小作橋 (ｵｻﾞｸﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1935 5.3 7.9 東京都 東京都 羽村市 Ⅱ

小沢橋 (ｵｻﾞﾜﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 不明 20.2 9.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1929 12.7 11.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1980 40.0 11.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

落沢橋 (ｵﾁｻﾞﾜﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1971 26.3 9.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

御鳥居橋 (ｵﾄﾘｲﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1989 32.4 9.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅰ

小枕橋 (ｵﾏｸﾗﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 不明 4.7 9.9 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

折戸橋 (ｵﾘﾂﾄﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1973 20.0 8.2 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

凱旋橋 (ｶﾞｲｾﾝﾊﾞｼ) 国道411号線 1937 18.0 6.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

海入道橋 (ｶｲﾆｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1973 36.7 7.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

柿沢１号橋 (ｶｷｻﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 青梅飯能線(都道28号線) 不明 3.5 12.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

柿沢２号橋 (ｶｷｻﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 青梅飯能線(都道28号線) 不明 3.4 8.9 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

柿沢橋 (ｶｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1968 2.5 12.6 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

柿平橋 (ｶｷﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1966 12.5 6.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

柏木橋 (ｶｼﾜｷﾞﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1978 16.6 9.9 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

数馬橋 (ｶｽﾞﾏﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1970 60.8 7.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

霞橋 (ｶｽﾐﾊﾞｼ) 成木河辺線(都道194号線) 1964 11.7 7.4 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

加藤塚橋 (ｶﾄｳﾂｶﾊﾞｼ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1988 16.1 5.0 東京都 東京都 瑞穂町 Ⅱ

要橋 (ｶﾅﾒﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1966 13.7 14.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

上滝成橋 (ｶﾐﾀｷﾅﾘﾊｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 2005 23.6 9.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

神塚橋 (ｶﾐﾂﾞｶﾊﾞｼ) 国道411号線 1935 13.5 7.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

上栃谷橋 (ｶﾐﾄﾁﾔﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1972 34.0 7.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

上成木橋 (ｶﾐﾅﾘｷﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1973 46.7 8.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

神谷橋 (ｶﾐﾔﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1973 24.0 7.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

上養沢橋 (ｶﾐﾖｳｻﾞﾜﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1965 13.1 14.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

茅倉橋 (ｶﾔｸﾗﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1965 11.5 7.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

唐沢橋 (ｶﾗｻﾜﾊﾞｼ)
十里木御嶽停車場線(都道201号
線)

1953 4.0 5.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

唐沢橋 (ｶﾗｻﾜﾊﾞｼ) 上成木川井線(都道202号線) 不明 5.0 7.6 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

川乗橋 (ｶﾜﾉﾘﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1961 13.5 5.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

神庭東橋 (ｶﾝﾆﾜｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 2005 75.0 13.3 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

神庭沢橋 (ｶﾝﾆﾜｻﾞﾜﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1954 10.6 4.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 瑞穂富岡線(都道44号線) 2010 20.2 12.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

肝要橋 (ｶﾝﾖｳﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1958 12.2 4.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

北秋川橋 (ｷﾀｱｷｶﾜﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1962 60.0 6.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

北大久野橋 (ｷﾀｵｵｸﾉﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 1971 13.3 9.9 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

北川橋 (ｷﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ)
十里木御嶽停車場線(都道201号
線)

1968 58.3 6.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ



北三吉野橋 (ｷﾀﾐﾖｼﾉﾊｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1997 32.5 25.0 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

切欠橋 (ｷｯｶｹﾊﾞｼ) 楢原あきる野線(都道176号線) 1989 2.3 14.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

久道橋 (ｷｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1966 13.9 6.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

共励橋 (ｷｮｳﾚｲﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1981 50.0 8.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

霧久保橋 (ｷﾘｸﾎﾞﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1978 11.4 8.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

極指橋 (ｷﾜｻﾞｽﾊﾞｼ) 上成木川井線(都道202号線) 1935 6.3 3.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

木和田平橋 (ｷﾜﾀﾞﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1976 20.7 8.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

草木沢橋 (ｸｻｷｻﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1970 60.0 11.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

九頭龍橋 (ｸｽﾞﾘｭｳﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1970 45.8 7.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊｼ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1981 12.5 18.6 東京都 東京都 福生市 Ⅱ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1960 4.3 5.0 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

茱萸窪橋 (ｸﾞﾐｸﾞﾎﾞﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 1986 12.3 11.8 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

倉沢橋 (ｸﾗｻﾜﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1959 58.0 4.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

暮沼橋 (ｸﾚﾇﾏﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1987 8.1 10.4 東京都 東京都 檜原村 Ⅰ

鯉川橋 (ｺｲｶﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1937 11.9 6.9 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

光仙橋 (ｺｳｾﾝﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1936 7.4 5.4 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

香蘭橋 (ｺｳﾗﾝﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1969 94.0 7.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

小ヶ井橋 (ｺｶﾞｲﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1973 17.6 8.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

御新造橋 (ｺﾞｼﾝｿﾞｳﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1990 26.5 9.7 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

小瀬戸橋 (ｺｾﾄﾞﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1959 2.1 7.6 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

琴浦橋 (ｺﾄｳﾗﾊﾞｼ) 国道411号線 1973 99.7 10.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

琴沢橋 (ｺﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1987 9.5 10.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

古里附橋 (ｺﾘﾂｷﾊﾞｼ) 国道411号線 1959 29.0 9.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 国道411号線 1975 90.6 10.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

坂久橋 (ｻｶｸﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1973 12.2 10.1 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

境沢橋 (ｻｶﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1999 3.6 10.2 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1973 13.6 9.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

桜井橋 (ｻｸﾗｲﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1963 6.0 4.0 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1928 4.7 7.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 国道411号線 2009 99.0 11.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

笹久保大橋 (ｻｻｸﾎﾞｵｵﾊｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1981 103.0 8.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

笹野大橋 (ｻｻﾉｵｵﾊｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1995 105.0 9.3 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

笹平橋 (ｻｻﾋﾗﾊﾞｼ) 国道411号線 1973 71.3 9.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

佐藤塚橋 (ｻﾄｳｷﾐﾂﾞｶﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1984 10.0 9.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅰ

沢口橋 (ｻﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 1968 4.5 6.0 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

沢前橋 (ｻﾜﾏｴﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1959 2.8 4.4 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

鹿の湯橋 (ｼｶﾉﾕﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1988 35.2 17.2 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 2000 45.7 13.0 東京都 東京都 瑞穂町 Ⅱ

下奥多摩橋 (ｼﾓｵｸﾀﾏﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1973 90.0 12.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

下河原橋 (ｼﾓｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1970 24.6 8.1 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

下滝成橋 (ｼﾓﾀｷﾅﾘﾊｼ) 秩父青梅線(都道53号線) 2005 18.9 9.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

下栃谷橋 (ｼﾓﾄﾁﾔﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1956 6.1 6.4 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

下養沢橋 (ｼﾓﾖｳｻﾞﾜﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1969 15.2 7.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

下除毛新橋 (ｼﾓﾖｹｼﾝﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1987 54.5 9.7 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

下除毛橋 (ｼﾓﾖｹﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1967 8.0 3.6 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1959 97.5 6.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1960 6.3 9.3 東京都 東京都 あきる野市 Ⅰ

白岩上之橋 (ｼﾗｲﾜｶﾐﾉﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1986 7.4 9.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

白岩下之橋 (ｼﾗｲﾜｼﾓﾉﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1986 10.0 9.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

白岩中之橋 (ｼﾗｲﾜﾅｶﾉﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1986 9.6 9.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

新秋川橋 (ｼﾝｱｷｶﾜﾊｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1994 107.0 22.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

新岩井橋 (ｼﾝｲﾜｲﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1969 10.4 7.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

新岩蔵大橋 (ｼﾝｲﾜｸﾗｵｵﾊｼ) 瑞穂富岡線(都道44号線) 1999 18.0 9.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

新大平橋 (ｼﾝｵｵﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1969 44.1 4.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ



新乙津橋 (ｼﾝｵﾂﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 2007 73.0 9.3 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

新肝要橋 (ｼﾝｶﾝﾖｳﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1982 27.5 9.3 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

新坂本橋 (ｼﾝｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) 青梅あきる野線(都道31号線) 1956 22.0 6.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅲ

新矢柄橋 (ｼﾝﾔｶﾞﾗﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 2007 96.0 9.3 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

神代橋 (ｼﾞﾝﾀﾞｲﾊﾞｼ) 梅郷日向和田線(都道199号線) 1969 132.4 12.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

神大橋 (ｼﾞﾝﾀﾞｲﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1980 57.0 8.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

新高土戸橋 (ｼﾝﾀｶﾄﾞﾄﾊｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1973 19.7 8.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

新天王橋 (ｼﾝﾃﾝﾉｳﾊｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 2008 60.0 12.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 伊奈福生線(都道165号線) 2006 13.2 15.2 東京都 東京都 福生市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1999 25.1 9.8 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

新水の口橋 (ｼﾝﾐﾉｸﾁﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 1987 11.9 11.0 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

新明王橋 (ｼﾝﾐｮｳｵｵﾊｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1986 70.0 10.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

菅瀬橋 (ｽｶﾞｾﾊﾞｼ) 国道411号線 1981 43.7 11.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 不明 9.6 5.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

諏訪下橋 (ｽﾜｼﾀﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1983 41.0 10.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

清巌院橋 (ｾｲｶﾞﾝｲﾝﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1989 15.0 11.0 東京都 東京都 福生市 Ⅱ

瀬戸岡御堂橋 (ｾﾄｵｶﾐﾄﾞｳﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 2011 59.7 24.2 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

瀬波橋 (ｾﾅﾐﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1962 65.0 5.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

蝉沢橋 (ｾﾐｻﾜﾊﾞｼ) 上成木川井線(都道202号線) 1983 41.0 8.8 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

阻端沢橋 (ｿﾊﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1988 42.5 8.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

曽利郷橋 (ｿﾘｺﾞｳﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1970 40.7 8.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

第二加藤塚橋 (ﾀﾞｲ2ｶﾄｳﾂﾞｶﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 1976 16.8 5.5 東京都 東京都 瑞穂町 Ⅱ

大正院橋 (ﾀｲｼｮｳｲﾝﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1925 9.3 3.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 国道411号線 1997 37.4 17.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

代田橋 (ﾀﾞｲﾀﾊﾞｼ) 伊奈福生線(都道165号線) 2011 54.2 12.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

高指橋 (ﾀｶｻｼﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1971 9.2 9.2 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

高橋 (ﾀｶﾊｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1966 11.5 10.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

高原橋 (ﾀｶﾊﾗﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1958 4.6 4.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

滝の沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1929 15.4 9.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅰ

滝本橋 (ﾀｷﾓﾄﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1959 5.1 3.8 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

竹の尾橋 (ﾀｹﾉｵﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1925 7.3 5.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

多西橋 (ﾀｻｲﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1970 60.0 11.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

立ヶ谷上橋 (ﾀﾁｶﾞﾀﾞﾆｶﾐﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1971 13.5 8.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

立ヶ谷下橋 (ﾀﾁｶﾞﾀﾞﾆｼﾓﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1972 10.2 9.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

橘橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1943 33.0 11.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅰ

館橋 (ﾀﾃﾊﾞｼ) 国道411号線 1933 10.1 10.4 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

棚沢橋 (ﾀﾅｻﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1977 50.7 9.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

多摩川橋 (ﾀﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ) 福生青梅線(都道249号線) 1987 114.0 14.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

多摩橋 (ﾀﾏﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1970 202.0 11.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

壇阿久場橋 (ﾀﾞﾝｱｸﾊﾞﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1973 16.5 7.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

丹縄橋 (ﾀﾝﾅﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1940 5.3 9.2 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

壇の橋 (ﾀﾞﾝﾉﾊｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1974 20.1 8.7 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1969 14.6 8.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

調布橋 (ﾁｮｳﾌﾊﾞｼ) 青梅あきる野線(都道31号線) 1994 113.0 15.2 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

つきどめ橋 (ﾂｷﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 2008 25.5 10.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅰ

月夜見橋 (ﾂｷﾖﾐﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1971 28.5 8.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

築瀬橋 (ﾂｸｾﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1957 16.3 7.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

坪沢橋 (ﾂﾎﾞｻﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1957 59.2 7.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 成木河辺線(都道194号線) 1923 10.0 5.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1935 5.3 7.1 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1965 9.8 6.6 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

道川橋 (ﾄﾞｳｶﾜﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1971 18.0 9.7 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

時坂沢橋 (ﾄｷｻｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1925 2.5 7.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

戸沢橋 (ﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1972 28.5 8.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ



留浦橋 (ﾄｽﾞﾗﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1971 17.4 7.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

栃谷橋 (ﾄﾁﾔﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1966 6.5 7.1 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

鳶巣橋 (ﾄﾋﾞｽﾊﾞｼ) 国道411号線 1939 5.8 7.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

鳥井田橋 (ﾄﾘｲﾀﾞﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 不明 10.5 5.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

登竜橋 (ﾄﾘｭｳﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1980 59.0 8.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

中井橋 (ﾅｶｲﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 不明 3.2 9.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

中河原橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1963 5.0 4.1 東京都 東京都 日の出町 Ⅲ

中里橋 (ﾅｶｻﾞﾄﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1983 13.5 8.8 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

中里橋 (ﾅｶｻﾞﾄﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1971 17.0 8.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

長沢橋 (ﾅｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1969 6.8 8.1 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

中洲橋 (ﾅｶｽﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 不明 44.5 9.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

永田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1961 241.5 6.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

中橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 成木河辺線(都道194号線) 1937 3.6 3.1 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

中福生陸橋 (ﾅｶﾌｯｻﾘｯｷｮｳ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1978 141.1 15.0 東京都 東京都 福生市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1953 17.6 7.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

梨ヶ谷橋 (ﾅｼｶﾞﾔﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1985 10.0 10.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

奈都知橋 (ﾅﾂﾁﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1974 13.8 8.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

滑石橋 (ﾅﾒｲｼﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1972 17.3 8.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

西秋川橋 (ﾆｼｱｷｶﾜﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1968 73.8 8.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

西川橋 (ﾆｼｶﾜﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1967 59.8 6.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

西平橋 (ﾆｼﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 青梅あきる野線(都道31号線) 1930 4.3 7.7 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

西野橋 (ﾆｼﾉﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1935 11.6 4.6 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ

西平井橋 (ﾆｼﾋﾗｲﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1997 30.3 17.2 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

二之橋 (ﾆﾉﾊｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1981 3.4 10.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

畑川橋 (ﾊﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1988 18.7 12.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

蜂巣沢橋 (ﾊﾁｽｻﾜﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1972 10.5 8.7 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

馬駐土橋 (ﾊﾞﾁｭｳﾄﾞﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1957 14.4 6.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

鳩の巣橋 (ﾊﾄﾉｽﾊﾞｼ) 国道411号線 1931 11.3 15.8 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

花立橋 (ﾊﾅﾀﾃﾊﾞｼ) 国道411号線 1953 30.1 8.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

羽根撞橋 (ﾊﾈﾂｷﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1966 12.4 7.3 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

馬場橋 (ﾊﾞﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1995 49.0 9.3 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

羽村大橋 (ﾊﾑﾗｵｵﾊｼ) あきる野羽村線(都道250号線) 1974 547.3 8.7 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

東秋留橋 (ﾋｶﾞｼｱｷﾙﾊﾞｼ) 楢原あきる野線(都道176号線) 1939 149.8 5.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

東長畑橋 (ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾊﾀﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1996 62.5 11.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

氷川大橋 (ﾋｶﾜｵｵﾊｼ) 国道411号線 1933 84.0 12.4 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

桧沢橋 (ﾋｻﾞﾜﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1962 8.2 6.9 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

氷沢橋 (ﾋｻﾞﾜﾊﾞｼ) 伊奈福生線(都道165号線) 1975 8.7 8.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

日の出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1969 40.0 8.0 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

桧村橋 (ﾋﾑﾗﾊﾞｼ) 国道411号線 1980 98.0 9.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

平石橋 (ﾋﾗｲｼﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1959 49.0 4.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

平石橋 (ﾋﾗｲｼﾊﾞｼ) 国道411号線 不明 3.3 10.4 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

平溝川大橋 (ﾋﾗﾐｿﾞｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 2005 95.0 9.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

平溝橋 (ﾋﾗﾐｿﾞﾊﾞｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1975 9.5 6.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

吹上橋 (ﾌｷｱｹﾞﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1961 3.0 14.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

藤倉橋 (ﾌｼﾞｸﾗﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1986 50.0 9.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

二俣尾橋 (ﾌﾀﾏﾀｵﾊﾞｼ) 国道411号線 1962 54.0 9.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

福生橋 (ﾌｯｻﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1958 14.8 15.0 東京都 東京都 福生市 Ⅲ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 不明 2.8 8.4 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1959 4.6 3.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1973 15.6 9.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 国道411号線 1969 71.0 9.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

堀口橋 (ﾎﾘｸﾞﾁﾊﾞｼ) 青梅あきる野線(都道31号線) 1970 29.8 9.3 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

又土橋 (ﾏﾀﾄﾞﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1939 5.5 10.6 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

町谷橋 (ﾏﾁﾔﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1997 25.0 16.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ



松尾橋 (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1963 9.0 6.9 東京都 東京都 日の出町 Ⅲ

松葉沢橋 (ﾏﾂﾊﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 不明 4.0 6.5 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

万沢橋 (ﾏﾝｻﾞﾜﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1932 3.7 5.1 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

万世橋 (ﾏﾝｾｲﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1957 122.9 7.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

万年橋(下り) (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道411号線 1974 96.3 6.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

万年橋(上り) (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道411号線 2005 93.0 7.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

御籠橋 (ﾐｶｺﾞﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1972 25.0 7.5 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

禊橋 (ﾐｿｷﾞﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1938 6.8 3.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

御岳橋 (ﾐﾀｹﾊﾞｼ)
十里木御岳停車場線(都道201号
線)

1981 80.0 10.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

三ツ沢橋 (ﾐﾂｻﾜﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1960 4.2 4.3 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

三頭橋 (ﾐﾄｳﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1970 132.3 9.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

南秋川橋 (ﾐﾅﾐｱｷｶﾜﾊﾞｼ) 上野原あきる野線(都道33号線) 1990 44.3 10.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅰ

南雨間橋 (ﾐﾅﾐｱﾒﾏﾊｼ) 楢原飽きる野線(都道176号線) 2002 47.0 12.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

南沢橋 (ﾐﾅﾐｻﾜﾊﾞｼ) 上成木川井線(都道202号線) 1943 4.8 5.3 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅰ

南氷川橋 (ﾐﾅﾐﾋｶﾜﾊﾞｼ) 国道411号線 1969 99.8 9.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅰ

南三吉野橋 (ﾐﾅﾐﾐﾖｼﾉﾊｼ) 福生伊奈線(都道165号線) 1997 51.0 18.0 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

峰谷橋 (ﾐﾈﾀﾆﾊﾞｼ) 国道411号線 1957 125.0 10.2 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

峰の橋 (ﾐﾈﾉﾊｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1985 13.7 10.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

水の口橋 (ﾐﾉｸﾁﾊﾞｼ) 青梅日の出線(都道251号線) 不明 7.4 5.6 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

宮の橋 (ﾐﾔﾉﾊｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1966 17.1 7.1 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 2001 25.4 5.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

深山橋 (ﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 国道139号線 1957 180.8 10.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

麦山橋 (ﾑｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 国道411号線 1957 67.1 9.8 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

睦橋 (ﾑﾂﾐﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1982 414.5 18.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

無妙橋 (ﾑﾐｮｳﾊﾞｼ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 不明 12.0 4.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅲ

無名１０号橋 (ﾑﾒｲ10ｺﾞｳｷｮｳ) 青梅日の出線(都道251号線) 1958 4.2 4.3 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

無名１号橋 (ﾑﾒｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上野原あきる野線(都道33号線) 不明 5.6 6.4 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

無名２号橋 (ﾑﾒｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 青梅秩父線(都道53号線) 不明 6.4 10.4 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

無名３号橋 (ﾑﾒｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 青梅秩父線(都道53号線) 不明 2.7 5.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

無名４号橋 (ﾑﾒｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 下畑軍畑線(都道193号線) 不明 2.0 9.7 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

無名５号橋 (ﾑﾒｲ5ｺﾞｳｷｮｳ) 成木河辺線(都道194号線) 不明 2.8 8.3 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

無名６号橋 (ﾑﾒｲ6ｺﾞｳｷｮｳ) 成木河辺線(都道194号線) 不明 2.6 8.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

無名橋（棚沢） (ﾑﾒｲｷｮｳ(ﾀﾅｻﾞﾜ)) 国道411号線 不明 10.6 3.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

無名橋（平溝） (ﾑﾒｲｷｮｳ(ﾋﾗﾐｿﾞ)) 下畑軍畑線(都道193号線) 不明 7.5 3.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 1966 22.6 7.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

木狐橋 (ﾓｯｿﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1935 3.7 5.6 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

森越橋 (ﾓﾘｺｼﾊﾞｼ) 国道411号線 1938 3.0 7.5 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

森沢橋 (ﾓﾘｻﾜﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1966 14.9 7.9 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

もりやま橋 (ﾓﾘﾔﾏﾊｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 2001 12.9 21.2 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

谷津橋 (ﾔﾂﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1961 7.1 6.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

谷戸橋 (ﾔﾄﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1992 4.5 7.3 東京都 東京都 日の出町 Ⅱ

柳沢橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1929 11.3 7.8 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1974 6.0 9.6 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

山田大橋 (ﾔﾏﾀﾞｵｵﾊｼ)
主要地方道山田宮の前線(都道61
号線)

1990 439.6 11.0 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 上成木川井線(都道202号線) 1963 7.3 5.6 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

夕倉一の橋 (ﾕｳｸﾞﾗｲﾁﾉﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1982 15.5 8.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

夕倉三の橋 (ﾕｳｸﾞﾗｻﾝﾉﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1982 8.8 8.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

夕倉二の橋 (ﾕｳｸﾞﾗﾆﾉﾊｼ) 下畑軍畑線(都道193号線) 1982 16.5 8.8 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

夕日橋 (ﾕｳﾋﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 2002 142.0 9.5 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

湯場橋 (ﾕﾊﾞﾊﾞｼ) 瑞穂富岡線(都道44号線) 1934 12.4 5.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

夢の滝橋 (ﾕﾒﾉﾀｷﾊﾞｼ) 川野上川乗線(都道206号線) 1968 38.0 9.0 東京都 東京都 檜原村 Ⅲ

除毛橋 (ﾖｹﾊﾞｼ) 水根本宿線(都道205号線) 1985 16.8 8.7 東京都 東京都 檜原村 Ⅰ

吉野橋 (ﾖｼﾉﾊﾞｼ) 奥多摩青梅線(都道45号線) 2005 18.0 12.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

代継橋 (ﾖﾂｷﾞﾊﾞｼ) 淵上日野線(都道169号線) 1936 4.4 4.6 東京都 東京都 あきる野市 Ⅲ



四谷橋 (ﾖﾂﾔﾊｼ) 国道411号線 1939 4.5 8.1 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

鎧橋 (ﾖﾛｲﾊﾞｼ) 国道411号線 1966 118.5 9.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

両郡橋 (ﾘｮｳｸﾞﾝﾊﾞｼ) 青梅飯能線(都道28号線) 1970 41.8 8.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

和田下橋 (ﾜﾀﾞｼﾓﾊﾞｼ) 青梅秩父線(都道53号線) 1987 17.6 10.5 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 大久野青梅線(都道238号線) 1965 98.7 7.0 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

秋津陸橋 (ｱｷﾂﾘｯｷｮｳ) 浦和東村山線(都道40号線) 1972 49.1 12.0 東京都 東京都 東村山市 Ⅱ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 立川所沢線(都道16号線) 1954 7.2 11.0 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

伊豆殿堀橋 (ｲｽﾞﾄﾞﾉﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 1938 4.7 10.3 東京都 東京都 東久留米市 Ⅱ

泉町陸橋 (ｲｽﾞﾐﾁｮｳﾘｯｷｮｳ) 立川国分寺線(都道145号線) 1974 65.0 12.5 東京都 東京都 国分寺市 Ⅱ

一里塚橋 (ｲﾁﾘﾂﾞｶﾊﾞｼ) 小川山府中線(都道133号線) 1931 7.3 6.8 東京都 東京都 国分寺市 Ⅱ

伊奈平橋 (ｲﾅﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 1985 19.2 18.0 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅱ

今水橋 (ｲﾏﾐｽﾞﾊﾞｼ) 三ﾂ木八王子線(都道162号線) 不明 4.3 5.5 東京都 東京都 昭島市 Ⅲ

大神陸橋 (ｵｵｶﾞﾐﾘｯｷｮｳ) 立川青梅線(都道29号線) 1981 16.1 10.1 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

大豆橋 (ｵｵｽﾞﾊﾞｼ) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 2008 12.5 21.7 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 立川所沢線(都道16号線) 1954 6.6 9.0 東京都 東京都 小平市 Ⅱ

上落馬橋 (ｶﾐｵﾁｳﾏﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 1981 17.6 10.0 東京都 東京都 東久留米市 Ⅱ

空堀橋 (ｶﾗﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 東京所沢線(都道4号線) 1982 6.8 10.2 東京都 東京都 東村山市 Ⅰ

喜平橋 (ｷﾍｲﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1971 12.6 25.0 東京都 東京都 小平市 Ⅲ

久右衛門橋 (ｷｭｳｴﾓﾝﾊﾞｼ) 所沢府中線(都道17号線) 1932 6.6 7.6 東京都 東京都 小平市 Ⅰ

清瀬橋 (ｷﾖｾﾊﾞｼ) 練馬所沢線(都道24号線) 1938 30.3 6.0 東京都 東京都 清瀬市 Ⅲ

庚申橋 (ｺｳｼﾝﾊﾞｼ) 三ﾂ木八王子線(都道162号線) 1965 8.8 10.5 東京都 東京都 東大和市 Ⅱ

金比羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ)
所沢武蔵村山立川線(都道55号
線)

1985 11.5 11.5 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1931 2.8 8.0 東京都 東京都 昭島市 Ⅰ

界橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 東京所沢線(都道4号線) 1933 3.4 7.1 東京都 東京都 東久留米市 Ⅰ

栄町陸橋 (ｻｶｴﾁｮｳﾘｯｷｮｳ) 新宿青梅線(都道5号線) 1967 178.6 15.5 東京都 東京都 東村山市 Ⅲ

残堀橋 (ｻﾞﾝﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1989 21.5 12.0 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

柴崎高架橋 (ｼﾊﾞｻｷｺｳｶｷｮｳ) 立川日野線(都道149号線) 1998 63.5 27.5 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

柴崎橋 (ｼﾊﾞｻｷﾊﾞｼ) 立川日野線(都道149号線) 1998 9.2 21.0 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

昭栄橋 (ｼｮｳｴｲﾊﾞｼ) 道立川昭島線(都道153号線) 1988 32.6 27.7 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

浄水橋 (ｼﾞｮｳｽｲﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 1995 80.2 18.0 東京都 東京都 東村山市 Ⅱ

小豆橋 (ｼｮｳｽﾞﾊﾞｼ) 道立川昭島線(都道153号線) 1926 3.1 7.9 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

新落合橋 (ｼﾝｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 前沢保谷線(都道234号線) 1995 18.0 12.0 東京都 東京都 東久留米市 Ⅱ

新空堀橋 (ｼﾝｶﾗﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 東京所沢線(都道4号線) 1982 28.0 11.0 東京都 東京都 東村山市 Ⅲ

新残堀橋 (ｼﾝｻﾞﾝﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 三ﾂ木八王子線(都道162号線) 1990 20.4 12.3 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅱ

新天王橋 (ｼﾝﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1970 20.8 10.5 東京都 東京都 立川市 Ⅲ

新中丸橋 (ｼﾝﾅｶﾏﾙﾊﾞｼ) 立川東大和線(都道号線) 2005 11.0 16.0 東京都 東京都 東大和市 Ⅱ

新薬師橋 (ｼﾝﾔｸｼﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 1932 6.5 7.5 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅰ

新庚申橋 (ｼﾝﾝｺｳｼﾝﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 2003 19.8 11.0 東京都 東京都 東大和市 Ⅲ

青岸橋 (ｾｲｶﾞﾝﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 1971 20.3 17.5 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅲ

滝口橋 (ﾀｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1968 17.0 6.0 東京都 東京都 立川市 Ⅲ

竹塚陸橋 (ﾀｹﾂﾞｶﾘｯｷｮｳ) 立川青梅線(都道29号線) 1972 16.1 8.1 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

立川橋 (ﾀﾁｶﾜﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1972 68.0 19.3 東京都 東京都 立川市 Ⅲ

立野橋 (ﾀﾃﾉﾊﾞｼ) 立川東大和線(都道43号線) 2004 18.3 16.0 東京都 東京都 東大和市 Ⅱ

田端橋 (ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ)
所沢武蔵村山立川線(都道55号
線)

1935 2.1 5.0 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅰ

多摩大橋（上流橋） (ﾀﾏｵｵﾊｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｷｮｳ)) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 2007 461.1 10.0 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

多摩大橋（下流橋） (ﾀﾏｵｵﾊｼ(ｶﾘｭｳｷｮｳ)) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 2010 452.9 9.6 東京都 東京都 昭島市 Ⅲ

出水川橋 (ﾃﾞﾐｽﾞｶﾞﾜﾞﾊﾞｼ) 東村山東久留米線(都道129号線) 1925 4.7 4.5 東京都 東京都 東村山市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 東村山東久留米線(都道129号線) 1993 2.8 5.0 東京都 東京都 東久留米市 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 三ﾂ木八王子線(都道162号線) 1997 10.7 18.0 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

中澤橋 (ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 立川昭島線(都道153号線) 1930 4.0 7.2 東京都 東京都 昭島市 Ⅲ

中砂橋 (ﾅｶｽﾅﾊﾞｼ) 立川東大和線(都道43号線) 1967 12.2 8.3 東京都 東京都 東大和市 Ⅲ

中通橋 (ﾅｶﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 東村山東大和線(都道128号線) 1967 5.1 8.5 東京都 東京都 東村山市 Ⅰ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 東村山東久留米線(都道129号線) 1910 3.4 5.1 東京都 東京都 東村山市 Ⅱ

中堀橋 (ﾅｶﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 不明 3.0 11.4 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ



中丸橋 (ﾅｶﾏﾙﾊﾞｼ) 立川東大和線(都道43号線) 1932 5.7 6.3 東京都 東京都 東大和市 Ⅲ

日月橋 (ﾆﾁｹﾞﾂﾊﾞｼ) 東村山東大和線(都道128号線) 1927 3.8 8.4 東京都 東京都 東大和市 Ⅰ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 立川昭島線(都道153号線) 1925 3.6 7.2 東京都 東京都 昭島市 Ⅲ

根川橋 (ﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1964 31.0 19.4 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

野口橋 (ﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 立川所沢線(都道16号線) 1999 28.4 21.5 東京都 東京都 東村山市 Ⅱ

野塩橋 (ﾉｼﾞｵﾊﾞｼ) 浦和東村山線(都道40号線) 1979 44.2 12.0 東京都 東京都 清瀬市 Ⅱ

野水橋 (ﾉﾐｽﾞﾊﾞｼ) 立川昭島線(都道153号線) 不明 2.4 5.0 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

拝島上水橋 (ﾊｲｼﾞﾏｼﾞｮｳｽｲﾊﾞｼ) 昭島停車場熊川線(都道220号線) 1995 14.0 14.7 東京都 東京都 昭島市 Ⅰ

羽衣橋 (ﾊｺﾞﾛﾓﾊﾞｼ) 立川国分寺線(都道145号線) 1954 5.1 10.9 東京都 東京都 立川市 Ⅲ

富士塚橋 (ﾌｼﾞﾂｶﾊﾞｼ) 立川昭島線(都道153号線) 1970 17.3 11.0 東京都 東京都 立川市 Ⅲ

二柳橋 (ﾌﾀﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 東京所沢線(都道4号線) 1953 15.0 7.5 東京都 東京都 東村山市 Ⅲ

平成橋 (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 1990 25.0 18.0 東京都 東京都 東久留米市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 2010 12.7 13.0 東京都 東京都 東久留米市 Ⅱ

ママ下橋 (ﾏﾏｼﾀﾊﾞｼ) 府中相模原線(都道20号線) 2003 16.0 23.0 東京都 東京都 国立市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 東村山東久留米線(都道129号線) 1992 28.5 6.0 東京都 東京都 東村山市 Ⅰ

美住陸橋 (ﾐｽﾐﾘｯｷｮｳ) 新宿青梅線(都道5号線) 1963 20.6 15.0 東京都 東京都 東村山市 Ⅲ

都橋 (ﾐﾔｺﾊﾞｼ) 東京所沢線(都道4号線) 1962 2.9 8.7 東京都 東京都 東久留米市 Ⅲ

宮沢陸橋 (ﾐﾔｻﾞﾜﾘｯｷｮｳ) 立川青梅線(都道29号線) 1980 19.6 7.9 東京都 東京都 昭島市 Ⅲ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 東京所沢線(都道4号線) 1994 3.9 7.2 東京都 東京都 東久留米市 Ⅰ

武蔵国分寺陸橋 (ﾑｻｼｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾘｯｷｮｳ)
主要地方道所沢府中線(都道17号
線)

1973 36.1 16.0 東京都 東京都 国分寺市 Ⅲ

無名２号橋 (ﾑﾒｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中神停車場線(都道152号線) 1968 3.3 7.9 東京都 東京都 昭島市 Ⅲ

無名３号橋 (ﾑﾒｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 三ﾂ木八王子線(都道162号線) 1957 2.8 5.6 東京都 東京都 昭島市 Ⅲ

無名４号橋 (ﾑﾒｲ4ｺﾞｳｷｮｳ)
所沢武蔵村山立川線(都道55号
線)

1968 3.7 10.3 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅲ

無名５号橋 (ﾑﾒｲ5ｺﾞｳｷｮｳ) 新宿青梅線(都道5号線) 不明 2.5 18.0 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅱ

無名６号橋 (ﾑﾒｲ6ｺﾞｳｷｮｳ) 新宿青梅線(都道5号線) 不明 4.2 16.8 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅲ

無名７号橋 (ﾑﾒｲ7ｺﾞｳｷｮｳ) 新宿青梅線(都道5号線) 不明 4.1 24.3 東京都 東京都 東村山市 Ⅱ

村山橋 (ﾑﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 1927 3.8 6.7 東京都 東京都 東大和市 Ⅰ

矢川橋 (ﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 八王子国立線(都道256号線) 1996 4.3 6.0 東京都 東京都 国立市 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 新宿青梅線(都道5号線) 1978 2.5 11.2 東京都 東京都 武蔵村山市 Ⅱ

陸橋 (ﾘｸﾊﾞｼ) 立川青梅線(都道29号線) 1964 27.0 9.6 東京都 東京都 立川市 Ⅲ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 1964 160.1 15.5 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

大宮橋 (ｵｵﾐﾔﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 2007 92.0 12.0 東京都 東京都 大島町 Ⅰ

岡田桟道橋 (ｵｶﾀﾞｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 川の道岡田港線(都道209号線) 1995 36.0 5.3 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1999 175.0 10.0 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

奥山橋 (ｵｸﾔﾏﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1988 24.9 11.0 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

かっぱの橋 (ｶｯﾊﾟﾉﾊｼ) 大島循環線(都道208号線) 2001 75.0 10.5 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

清水橋 (ｷﾖﾐｽﾞﾊﾞｼ) 利島環状線(都道228号線) 1972 4.2 4.0 東京都 東京都 利島村 Ⅲ

久田巻橋 (ｸﾀﾞﾏｷﾊﾞｼ) 若郷新島港線(都道211号線) 1959 7.5 5.5 東京都 東京都 新島村 Ⅱ

新聖地橋 (ｼﾝｾｲﾁﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1973 22.8 6.5 東京都 東京都 大島町 Ⅲ

泉津橋 (ｾﾝﾂﾞﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1996 140.0 10.0 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

椿橋 (ﾂﾊﾞｷﾊﾞｼ) 大島公園線(都道207号線) 1983 8.7 16.0 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

出逢い橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 式根島循環線(都道237号線) 2000 52.0 7.0 東京都 東京都 新島村 Ⅱ

渚橋 (ﾅｷﾞｻﾊﾞｼ) 長浜多幸線(都道224号線) 1971 24.0 7.5 東京都 東京都 神津島村 Ⅲ

福重橋 (ﾌｸｼｹﾞﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1961 8.4 5.5 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

宮の沢橋 (ﾐﾔﾉｻﾜﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1962 58.0 5.5 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

無名一号橋 (ﾑﾒｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 長浜多幸線(都道224号線) 不明 3.7 9.1 東京都 東京都 神津島村 Ⅱ

元町橋 (ﾓﾄﾏﾁﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1960 7.0 18.1 東京都 東京都 大島町 Ⅱ

逢ノ浜橋 (ｱｲﾉﾊﾏﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2002 17.0 10.7 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

赤場暁橋 (ｱｶﾊﾞｷｮｳﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2003 26.0 11.0 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

芦穴橋 (ｱｼｱﾅﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2002 17.5 10.8 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

姉川橋 (ｱﾈｶﾜﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1993 6.9 10.6 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

伊ヶ谷桟道橋 (ｲｶﾞﾔｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 三宅循環線(都道212号線) 1993 21.0 5.1 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

伊ヶ谷桟道橋（２） (ｲｶﾞﾔｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ2) 三宅循環線(都道212号線) 1994 30.0 5.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

ウスナンゴウ橋 (ｳｽﾅﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1971 3.3 5.4 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ



えいが川のかしら橋 (ｴｲｶﾞｶﾜﾉｶｼﾗﾊｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 6.2 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

えいが川橋 (ｴｲｶﾞｶﾜﾊｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1990 2.4 5.3 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅲ

えいが沢橋 (ｴｲｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1990 25.0 6.8 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅰ

エゴノ森沢 (ｴｺﾞﾉﾓﾘｻﾜ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1990 5.4 5.2 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

榎沢橋 (ｴﾉｷｻﾜﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1963 4.0 10.5 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2004 26.7 9.8 東京都 東京都 三宅村 Ⅰ

大島分橋 (ｵｵｼﾏﾜｹﾊｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1986 39.0 6.0 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

大長井橋 (ｵｵﾅｶﾞｲﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1965 8.7 6.8 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

大船戸大橋 (ｵｵﾌﾅﾄｵｵﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1991 95.0 9.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

沖ノ平橋 (ｵｷﾉﾀﾋﾗﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1952 6.3 7.2 東京都 東京都 三宅村 Ⅰ

おすぎ川１号橋 (ｵｽｷﾞｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 4.2 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

おすぎ川２号橋 (ｵｽｷﾞｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 5.4 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

おすぎ川３号橋 (ｵｽｷﾞｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 6.3 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

おすぎ川４号橋 (ｵｽｷﾞｶﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 5.4 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

おすぎ橋 (ｵｽｷﾞﾊｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1995 47.0 5.0 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

おりんじ橋 (ｵﾘﾝｼﾞﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1991 7.4 11.0 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

カケマ沢 (ｶｹﾏｻﾜ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1990 5.4 6.8 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

陰松ケ川１号橋 (ｶｹﾞﾏﾂｶﾞｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1993 2.4 6.0 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

陰松ケ川２号橋 (ｶｹﾞﾏﾂｶﾞｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 6.8 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

門の原橋 (ｶﾄﾞﾉﾊﾗﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1974 4.1 10.4 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

カニガ沢橋 (ｶﾆｶﾞｻﾜﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2003 21.5 11.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

かのん川１号橋 (ｶﾉﾝｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 6.2 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

かのん川２号橋 (ｶﾉﾝｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 5.9 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

かのん川３号橋 (ｶﾉﾝｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 2.4 5.6 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

空栗橋 (ｶﾗｸﾘﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2003 43.0 8.0 東京都 東京都 三宅村 Ⅰ

川田橋 (ｶﾜﾀﾞﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2004 13.5 9.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

川田橋 (ｶﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1983 19.9 5.8 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

観音下橋 (ｶﾝﾉｼﾀﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1960 5.0 9.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

くずれ (ｸｽﾞﾚ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1964 2.4 6.6 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

小川橋 (ｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1968 4.3 4.4 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

椎取沢橋 (ｼｲﾄﾘｻﾜﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2003 14.0 11.4 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

新生橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1990 17.0 5.8 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅰ

新生橋（旧） (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ(ｷｭｳ)) 御蔵島環状線(都道223号線) 1968 5.8 4.5 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅲ

新三池橋 (ｼﾝﾐｲｹﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1970 9.8 8.6 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

新三宝橋 (ｼﾝﾐﾀｶﾗﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1999 13.5 5.1 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

第１下原橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾀﾊﾞﾗﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2004 9.7 7.0 東京都 東京都 三宅村 Ⅰ

第２下原橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾀﾊﾞﾗﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2004 14.2 10.5 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

平山橋 (ﾀｲﾗﾔﾏﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2002 48.0 8.5 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

立根橋 (ﾀﾂﾈﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2003 40.0 8.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

友地橋 (ﾄﾓｳｼﾞﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1998 85.0 9.8 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

長滝 (ﾅｶﾞﾀｷ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1990 2.4 7.3 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

ナダード橋 (ﾅﾀﾞｰﾄﾞﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2004 7.7 9.8 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

なみんど橋 (ﾅﾐﾝﾄﾞﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1994 39.0 5.0 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅲ

南郷橋 (ﾅﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1998 54.0 5.0 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

西川橋 (ﾆｼｶﾜﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2002 9.5 9.8 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

富士見桟道橋 (ﾌｼﾞﾐｻﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 伊豆大久保港線(都道214号線) 1990 40.0 9.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 伊豆大久保港線(都道214号線) 1989 89.0 9.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

富士見橋(旧） (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ(ｷｭｳ)) 伊豆大久保港線(都道214号線) 1961 11.9 6.0 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

舟木橋 (ﾌﾅｷﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1989 19.5 6.7 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅰ

舟木橋（旧） (ﾌﾅｷﾊﾞｼ(ｷｭｳ)) 御蔵島環状線(都道223号線) 1968 3.3 4.5 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

間川橋 (ﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1960 2.2 18.2 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

御蔵島大橋 (ﾐｸﾗｼﾏｵｵﾊｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1993 74.0 9.8 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

御子敷橋 (ﾐｺｼｷﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2004 9.1 13.7 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

水の沢 (ﾐｽﾞﾉｻﾜ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1990 2.4 3.9 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ



三宝橋 (ﾐﾀｶﾗﾊﾞｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1979 6.0 5.5 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

道の沢橋 (ﾐﾁﾉｻﾜﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1978 6.0 8.0 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

む１カルバート (ﾑ1ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1986 2.2 5.4 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1995 6.4 7.5 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

わかいちガ川カルバート1号橋 (ﾜｶｲﾁｶﾞｶﾜ1ｺﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1995 2.4 4.5 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

わかいちガ川カルバート2号橋 (ﾜｶｲﾁｶﾞｶﾜ2ｺﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄｷｮｳ) 御蔵島環状線(都道223号線) 1995 2.4 4.6 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

芦川橋 (ｱｼｶﾜﾊﾞｼ) 八丈循環線(都道215号線) 2000 58.0 11.0 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

逢坂橋 (ｵｵｻｶﾊﾞｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1993 491.0 8.5 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

大の川橋 (ｵｵﾉｶﾜﾊｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1997 94.5 10.5 東京都 東京都 八丈町 Ⅲ

小根橋 (ｵﾈﾊｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1973 4.0 7.1 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

共栄橋 (ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1970 4.1 6.7 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

供養橋 (ｸﾖｳﾊﾞｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1980 14.5 7.0 東京都 東京都 八丈町 Ⅲ

第一長の入橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾁｮｳﾉｲﾘﾊｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1988 4.4 7.0 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

第二長の入橋 (ﾀﾞｲﾆﾁｮｳﾉｲﾘﾊｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1982 3.7 6.9 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

角尻橋 (ﾂﾉｼﾘﾊﾞｼ) 汐間洞輪沢港線(都道217号線) 1993 12.2 10.9 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

堀立橋 (ﾎﾘﾀﾃﾊﾞｼ) 八丈循環線(都道215号線) 不明 2.3 7.4 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1970 3.2 7.1 東京都 東京都 八丈町 Ⅰ

休戸橋 (ﾔｽﾝﾄﾞﾊﾞｼ) 青ヶ島循環線(都道236号線) 1998 39.5 5.0 東京都 東京都 青ヶ島村 Ⅰ

横間桟道橋 (ﾖｺﾏｻﾝﾄﾞｳﾊｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1987 57.0 9.0 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

横間橋 (ﾖｺﾏﾊﾞｼ) 八丈循環線(都道215号線) 1987 165.1 8.0 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1988 4.5 5.3 東京都 東京都 小笠原村 Ⅲ

逢瀬橋 (ｵｵｾﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 2009 10.0 11.0 東京都 東京都 小笠原村 Ⅰ

小花橋 (ｵﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1972 6.3 19.8 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

行文1号橋 (ｷﾞｮｳﾌﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 父島循環線(都道240号線) 1992 7.3 4.5 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

清瀬橋 (ｷﾖｾﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1973 9.4 13.8 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

境浦橋 (ｻｶｲｳﾗﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1971 25.5 7.5 東京都 東京都 小笠原村 Ⅲ

新吹上橋 (ｼﾝﾌｷｱｹﾞﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1974 10.5 7.5 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1973 20.5 6.9 東京都 東京都 小笠原村 Ⅲ

浜江橋 (ﾋﾝｺｳﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1998 140.0 9.5 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

平成橋 (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 1989 7.4 12.1 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

ヤロード橋 (ﾔﾛｰﾄﾞﾊﾞｼ) 父島循環線(都道240号線) 2001 45.0 7.0 東京都 東京都 小笠原村 Ⅲ

雨中橋 (ｳﾁｭｳﾊﾞｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1987 10.5 5.0 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

万年青橋 (ｵﾓﾄﾊﾞｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1988 45.0 6.5 東京都 東京都 小笠原村 Ⅲ

御嶽橋 (ｵﾝﾀｹﾊﾞｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1973 5.3 7.7 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

桑の木橋 (ｸﾜﾉｷﾊﾞｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1981 8.4 5.0 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

潮見橋 (ｼｵﾐﾊﾞｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1973 10.5 7.1 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

新長浜橋 (ｼﾝﾅｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1990 20.0 5.0 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

中の平橋 (ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾊｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1986 60.8 6.5 東京都 東京都 小笠原村 Ⅲ

西浦橋 (ﾆｼｳﾗﾊﾞｼ) 沖港北港線(都道241号線) 1980 15.6 5.0 東京都 東京都 小笠原村 Ⅱ

聖地橋 (ｾｲﾁﾊﾞｼ) 大島循環線(都道208号線) 1935 22.2 4.4 東京都 東京都 大島町 Ⅲ

立根人道橋 (ﾀﾂﾈｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 三宅循環線(都道212号線) 2001 34.0 4.4 東京都 東京都 三宅村 Ⅲ

境浦橋人道橋 (ｻｶｲｳﾗﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 父島循環線(都道240号線) 2005 25.5 2.8 東京都 東京都 小笠原村 Ⅰ

新吹上人道橋 (ｼﾝﾌｷｱｹﾞｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 父島循環線(都道240号線) 1995 13.3 2.8 東京都 東京都 小笠原村 Ⅰ

草花大橋 (ｸｻﾊﾞﾅｵｵﾊｼ) あきる野羽村線(都道250号線) 2013 199.0 16.8 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

三ノ輪沢橋 (ﾐﾉﾜｻﾜﾊﾞｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2008 9.0 12.2 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

三池浜橋 (ﾐｲｹﾊﾏﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2006 11.8 14.3 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

倉沢橋 (ｸﾗｻﾜﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2006 13.2 10.5 東京都 東京都 三宅村 Ⅰ

共栄橋 (ｷｮｳｴｲﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 1995 7.7 13.5 東京都 東京都 三宅村 Ⅰ

松が下橋 (ﾏﾂｶﾞｼﾀﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2010 7.2 10.7 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

沖ヶ平橋 (ｵｷｶﾞﾀｲﾗﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2005 10.0 10.6 東京都 東京都 三宅村 Ⅰ

第一下原橋人道橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾀﾊﾗﾊｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 三宅循環線(都道212号線) 不明 14.8 2.6 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

美茂井橋 (ﾐﾓｲﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 不明 8.2 11.2 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

角屋敷橋 (ｶﾄﾞﾔｼｷﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2006 13.2 10.5 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

釜の尻橋 (ｶﾏﾉｼﾘﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2006 17.1 12.2 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ



釜方橋 (ｶﾏｶﾀﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 2010 17.6 10.2 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

西川橋 (ﾆｼｶﾜﾊｼ) 御蔵島環状線(都道223号線) 不明 4.0 9.7 東京都 東京都 御蔵島村 Ⅱ

大和沢橋 (ﾔﾏﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1932 5.0 6.7 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

天王橋 （ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ） 主要地方立川所沢線16号(都道) 1954 3.0 20.6 東京都 東京都 東村山市 Ⅱ

清願院橋 （ｾｲｶﾞﾝｲﾝﾊﾞｼ）
主要地方道立川東大和線（43
号）芋窪街道(都道)

不明 9.0 9.0 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

無名8号橋 (ﾑﾒｲ8ｺﾞｳｷｮｳ)
主要地方道立川東大和線（43
号）芋窪街道(都道)

1930 4.0 7.2 東京都 東京都 小平市 Ⅲ

坊田橋 (ﾎﾞｳﾀﾞﾊｼ) 三宅循環線(都道212号線) 不明 17.0 10.8 東京都 東京都 三宅村 Ⅱ

東平井橋 (ﾋｶﾞｼﾋﾗｲﾊﾞｼ) 奥多摩あきる野線(都道184号線) 1932 31.0 4.7 東京都 東京都 日の出町 Ⅲ

木遣り橋(上り) (ｷﾔﾘﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ))
日比谷豊洲埠頭東雲町線(都道
304号線)

2006 246.1 30.0 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

日原１号橋 (ﾆｯﾊﾟﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 日原鍾乳洞線(都道204号線) 1988 34.0 7.0 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

有明北橋(上り) (ｱﾘｱｹｷﾀﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 豊洲有明線(都道484号線) 2006 246.5 29.5 東京都 東京都 江東区 Ⅱ

お茶の水橋 (ｵﾁｬﾉﾐｽﾞﾊﾞｼ) 特別区道千文第3号 1931 80.0 23.8 千代田区 東京都 千代田区 Ⅲ

采女橋 (ｳﾈﾒﾊﾞｼ) 中京第４０５号線(区道) 1930 42.0 15.7 中央区 東京都 中央区 Ⅲ

祝橋 (ｲﾜｲﾊﾞｼ) 中京第６７６号線(区道) 1962 36.3 15.9 中央区 東京都 中央区 Ⅲ

湊橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 中日第１０号線(区道) 1928 49.7 18.0 中央区 東京都 中央区 Ⅲ

鎧橋 (ﾖﾛｲﾊﾞｼ) 中日第７号線(区道) 1957 56.7 19.0 中央区 東京都 中央区 Ⅱ

西河岸橋 (ﾆｼｶｼﾊﾞｼ) 中日第１３号線(区道) 1925 51.5 11.4 中央区 東京都 中央区 Ⅱ

狸橋 (ﾀﾇｷﾊﾞｼ) 特別区道第471号線 1978 17.1 4.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

五之橋 (ｺﾞﾉﾊｼ) 特別区道第390号線 1935 17.0 6.0 港区 東京都 港区 Ⅲ

四之橋 (ｼﾉﾊｼ) 特別区道第862号線 1984 16.2 12.3 港区 東京都 港区 Ⅱ

新古川橋 (ｼﾝﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 特別区道第840号線 1989 16.1 13.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

二之橋 (ﾆﾉﾊｼ) 特別区道第1023号線 1998 20.2 14.2 港区 東京都 港区 Ⅱ

小山橋 (ｺﾔﾏﾊﾞｼ) 特別区道第716号線 1961 15.7 5.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

一之橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 特別区道第1022号線 1983 16.4 20.5 港区 東京都 港区 Ⅱ

新堀橋 (ｼﾝﾎﾘﾊﾞｼ) 特別区道第561号線 1969 15.8 2.7 港区 東京都 港区 Ⅱ

中之橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 特別区道第823号線 1985 16.3 14.2 港区 東京都 港区 Ⅱ

将監橋 (ｼｮｳｹﾞﾝﾊﾞｼ) 特別区道第815号線 1968 23.4 17.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

新浜橋 (ｼﾝﾊﾏﾊﾞｼ) 特別区道第1094号線 1983 75.6 5.3 港区 東京都 港区 Ⅱ

東芝浦橋 (ﾋｶﾞｼｼﾊﾞｳﾗﾊﾞｼ) 特別区道第1113号線 1982 46.6 8.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

新芝浦橋 (ｼﾝｼﾊﾞｳﾗﾊﾞｼ) 特別区道第1114号線 1981 56.1 12.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ) 特別区道第1115号線 1965 55.3 7.5 港区 東京都 港区 Ⅲ

浦島橋（車道橋） (ｳﾗｼﾏﾊﾞｼ) 特別区道第831号線 1938 55.5 7.5 港区 東京都 港区 Ⅲ

浦島橋（北側歩道橋） (ｳﾗｼﾏﾊﾞｼ) 特別区道第831号線 1967 55.5 1.5 港区 東京都 港区 Ⅲ

浦島橋（南側歩道橋） (ｳﾗｼﾏﾊﾞｼ) 特別区道第831号線 1967 57.0 1.5 港区 東京都 港区 Ⅱ

港栄橋 (ｺｳｴｲﾊﾞｼ) 特別区道第1069号線 1960 54.1 18.0 港区 東京都 港区 Ⅲ

竹芝橋 (ﾀｹｼﾊﾞﾊﾞｼ) 特別区道第1026号線 1971 40.0 27.7 港区 東京都 港区 Ⅲ

汐彩橋 (ｼｵｻｲﾊﾞｼ) 特別区道第1121号線 2000 45.8 17.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

香取橋 (ｶﾄﾘﾊｼ) 特別区道第1027号線 1961 27.0 9.5 港区 東京都 港区 Ⅱ

霞橋 (ｶｽﾐﾊｼ) 特別区道第1031号線 1960 39.0 10.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

新芝橋 (ｼﾝｼﾊﾞﾊﾞｼ) 特別区道第1029号線 1987 15.2 22.0 港区 東京都 港区 Ⅲ

百代橋 (ﾓﾓﾖﾊﾞｼ) 特別区道第1031号線 1990 24.2 17.2 港区 東京都 港区 Ⅲ

芝浦橋 (ｼﾊﾞｳﾗﾊﾞｼ) 特別区道第837号線 1970 43.1 9.5 港区 東京都 港区 Ⅲ

渚橋(Ｂライン南側) (ﾅｷﾞｻﾊﾞｼ) 特別区道第1121号線 2000 81.0 8.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

渚橋（Ａライン北側） (ﾅｷﾞｻﾊﾞｼ) 特別区道第1121号線 1998 81.0 8.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

浜路橋 (ﾊﾏｼﾞﾊﾞｼ) 特別区道第895号線 1994 75.0 13.5 港区 東京都 港区 Ⅱ

御楯橋 (ﾐﾀﾃﾊﾞｼ) 特別区道第1164号線 1966 71.4 13.5 港区 東京都 港区 Ⅱ

楽水橋（車道橋） (ﾗｸｽｲﾊﾞｼ) 特別区道第1098号線 1969 76.0 4.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

楽水橋（歩道橋） (ﾗｸｽｲﾊﾞｼ) 特別区道第1098号線 1977 76.6 1.5 港区 東京都 港区 Ⅲ

赤坂一丁目陸橋 (ｱｶｻｶｲｯﾁｮｳﾒﾘｯｷｮｳ) 特別区道第1109号線 1986 12.0 7.1 港区 東京都 港区 Ⅱ

三之橋 (ｻﾝﾉﾊｼ) 特別区道第863・838号線 2007 22.3 10.0 港区 東京都 港区 Ⅱ

一之橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 特別区道墨106号路線 1979 36.9 15.6 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

塩原橋 (ｼｵﾊﾗﾊｼ) 特別区道墨江61号路線 1954 34.2 11.6 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

千歳橋 (ﾁﾄｾﾊｼ) 特別区道墨33号路線 1981 35.4 12.0 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

西竪川橋 (ﾆｼﾀﾃｶﾜﾊｼ) 特別区道墨107号路線 1929 35.6 11.6 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ



竪川橋 (ﾀﾃｶﾜﾊｼ) 特別区道墨36号路線 1953 31.5 7.9 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

新竪川橋 (ｼﾝﾀﾃｶﾜﾊｼ) 特別区道墨109号路線 1929 36.3 15.6 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

菊花橋 (ｷｸﾊﾅﾊｼ) 特別区道墨110号路線 1950 35.7 8.6 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

新辻橋 (ｼﾝﾂｼﾞﾊｼ) 特別区道墨111号路線 1930 36.3 15.5 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

松本橋 (ﾏﾂﾓﾄﾊｼ) 特別区道墨44号路線 1929 35.5 13.1 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

南辻橋 (ﾐﾅﾐﾂｼﾞﾊｼ) 特別区道墨103号路線 1931 34.6 11.5 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

清平橋 (ｷﾖﾋﾗﾊｼ) 特別区道墨10号路線 2012 10.0 9.6 墨田区 東京都 墨田区 Ⅰ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 特別区道墨13号路線 1930 35.1 11.5 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

横川橋 (ﾖｺｶﾜﾊｼ) 特別区道墨105号路線 1928 32.3 23.5 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

旅所橋 (ﾀﾋﾞｼｮﾊｼ) 特別区道墨5号路線 1976 42.1 12.7 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

錦糸橋 (ｷﾝｼﾊｼ) 特別区道墨104号路線 1972 42.0 11.8 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

栗原橋 (ｸﾘﾊﾗﾊｼ) 特別区道墨105号路線 1996 36.4 14.8 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

神明橋 (ｼﾝﾒｲバｼ) 特別区道墨16号路線 1986 38.2 11.8 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

小梅橋 (ｺｳﾒﾊｼ) 特別区道墨51号路線 1953 26.6 7.0 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

東武橋 (ﾄｳﾌﾞバｼ) 特別区道墨111号路線 1988 19.7 22.8 墨田区 東京都 墨田区 Ⅰ

西十間橋 (ﾆｼｼﾞｭｯｹﾝバｼ) 特別区道墨124号路線 1989 21.0 11.0 墨田区 東京都 墨田区 Ⅰ

十間橋 (ｼﾞｭｯｹﾝﾊｼ) 特別区道墨121号路線 1939 19.6 15.8 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

境橋 (ｻｶｲバｼ) 特別区道墨122号路線 1974 17.0 8.8 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

平井橋 (ﾋﾗｲバｼ) 特別区道墨115号路線 1980 55.4 12.9 墨田区 東京都 墨田区 Ⅲ

中平井橋 (ﾅｶﾋﾗｲバｼ) 特別区道墨116号路線 2008 68.0 13.8 墨田区 東京都 墨田区 Ⅰ

境橋（歩道右） (ｻｶｲﾊｼ) 特別区道墨122号路線 2000 16.7 2.4 墨田区 東京都 墨田区 Ⅰ

境橋（歩道左） (ｻｶｲﾊｼ) 特別区道墨122号路線 1988 23.9 2.4 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

逆井橋（上り線） (ｻｶｻｲﾊﾞｼ) 特別区道江138号 2001 61.0 9.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

逆井橋（下り線） (ｻｶｻｲﾊﾞｼ) 特別区道江138号 2001 60.0 9.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

中川大橋 (ﾅｶｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 特別区道江450号 1975 101.0 12.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊﾞｼ) 特別区道江504号 1994 56.0 9.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

平成橋 (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 特別区道江503号 1994 105.0 15.2 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

亀小橋 (ｶﾒｺﾊﾞｼ) 特別区道江510号 1995 61.1 14.2 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 特別区道江139号 1927 40.4 10.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

大島橋 (ｵｵｼﾞﾏﾊﾞｼ) 特別区道江140号 1973 40.5 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

海砂橋 (ｳﾐｽﾅﾊﾞｼ) 特別区道江27号 1989 24.0 13.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

千砂橋 (ｾﾝｽﾅﾊﾞｼ) 特別区道江415号 1987 23.0 12.7 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

砂島橋 (ｽﾅｼﾞﾏﾊﾞｼ) 特別区道江141号 1979 166.6 4.5 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

小松橋 (ｺﾏﾂﾊﾞｼ) 特別区道江16号 1930 55.9 13.2 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

新扇橋 (ｼﾝｵｳｷﾞﾊﾞｼ) 特別区道江127号 1973 57.3 17.2 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

新高橋 (ｼﾝﾀｶﾊﾞｼ) 特別区道江126号 1930 56.1 13.2 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

東深川橋 (ﾋｶﾞｼﾌｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 特別区道江125号 1978 55.4 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

西深川橋 (ﾆｼﾌｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 特別区道江9号 1930 56.1 13.3 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

萬年橋 (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 特別区道江124号 1930 56.3 17.2 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

小名木川ｸﾛｰﾊﾞｰ橋 (ｵﾅｷﾞｶﾞﾜｸﾛｰﾊﾞｰｷｮｳ) 特別区道江520号 1996 140.5 4.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

塩の道橋 (ｼｵﾉﾐﾁﾊｼ) 特別区道江141号 2008 120.7 3.5 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

尾高橋 (ｵﾀﾞｶﾊﾞｼ) 特別区道江130号 1992 17.0 11.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

千田橋 (ｾﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 特別区道江16号 1929 38.8 11.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

崎川橋 (ｻｷｶﾜﾊﾞｼ) 特別区道江126号 1929 36.2 12.7 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

亀久橋 (ｶﾒﾋｻﾊﾞｼ) 特別区道江125号 1929 34.2 17.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

木更木橋 (ｷｻﾗｷﾞﾊﾞｼ) 特別区道江9号 1969 34.7 11.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

清澄橋 (ｷﾖｽﾐﾊﾞｼ) 特別区道江19号 1994 22.4 12.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

清川橋 (ｷﾖｶﾜﾊﾞｼ) 特別区道江124号 1986 26.9 12.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

猿江橋 (ｻﾙｴﾊﾞｼ) 特別区道江140号 1977 37.5 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

亥之堀橋 (ｲﾉﾎﾘﾊﾞｼ) 特別区道江31号 2003 26.8 12.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

福寿橋 (ﾌｸｼﾞｭﾊﾞｼ) 特別区道江415号 1929 39.1 12.9 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

大栄橋 (ﾀﾞｲｴｲﾊﾞｼ) 特別区道江20号 1929 37.6 12.9 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

豊木橋 (ﾄﾖｷﾊﾞｼ) 特別区道江454号 1991 20.4 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

大横橋 (ｵｵﾖｺﾊﾞｼ) 特別区道江413号 1988 26.4 11.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ



新田橋 (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 特別区道江180号 2003 15.0 3.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

東富橋 (ﾄｳﾄﾐﾊﾞｼ) 特別区道江125号 1930 40.5 17.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

巴橋 (ﾄﾓｴﾊﾞｼ) 特別区道江42号 1977 40.5 12.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

石島橋 (ｲｼｼﾞﾏﾊﾞｼ) 特別区道江58号 1993 27.8 9.8 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

越中島橋 (ｴｯﾁｭｳｼﾞﾏﾊﾞｼ) 特別区道江123号 1977 27.7 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

越中島橋連絡橋 (ｴｯﾁｭｳｼﾞﾏﾚﾝﾗｸｷｮｳ) 江東区区有通路6249号 2002 35.1 3.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 特別区道江62号 1932 23.2 9.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

西洲崎橋 (ﾆｼｽｻｷﾊﾞｼ) 特別区道江44号 2008 12.1 9.6 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

鶴歩橋 (ｶｸﾎﾊﾞｼ) 特別区道江412号 1928 39.8 12.8 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

平久橋 (ﾍｲｷｭｳﾊﾞｼ) 特別区道江40号 1927 32.0 12.6 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

時雨橋 (ｼｸﾞﾚﾊﾞｼ) 特別区道江124号 1997 22.2 8.8 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

石浜橋 (ｲｼﾊﾏﾊﾞｼ) 特別区道江41号 1991 25.9 11.5 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

白妙橋 (ｼﾛﾀｴﾊﾞｼ) 特別区道江145号 1937 39.1 17.5 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

浜崎橋 (ﾊﾏｻｷﾊﾞｼ) 特別区道江146号 1963 37.2 18.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

枝川橋 (ｴﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 特別区道江144号 2002 37.0 22.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 特別区道深97号 1929 15.7 2.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

松永橋 (ﾏﾂﾅｶﾞﾊﾞｼ) 特別区道江21号 1999 25.5 13.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

緑橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 特別区道江23号 1929 23.0 11.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

御船橋 (ﾐﾌﾈﾊﾞｼ) 特別区道江24号 1928 25.8 11.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

巽橋 (ﾀﾂﾐﾊﾞｼ) 特別区道江123号 1929 21.5 17.3 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

南開橋 (ﾅﾝｶｲﾊﾞｼ) 特別区道江127号 1961 67.9 13.5 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

雲雀橋 (ﾋﾊﾞﾘﾊﾞｼ) 特別区道江43号 1974 46.3 17.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

浜園橋 (ﾊﾏｿﾞﾉﾊﾞｼ) 特別区道江144号 1975 40.4 22.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

東陽橋 (ﾄｳﾖｳﾊﾞｼ) 特別区道江468号 1998 72.7 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

豊洲橋（上り線） (ﾄﾖｽﾊﾞｼ) 特別区道江125号 2009 120.8 16.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

豊洲橋（下り線） (ﾄﾖｽﾊﾞｼ) 特別区道江125号 2013 120.8 17.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

釣船橋 (ﾂﾘﾌﾞﾈﾊﾞｼ) 特別区道江125号 1964 22.0 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

九重橋 (ｺｺﾉｴﾊﾞｼ) 特別区道江116号 1960 38.7 7.5 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

あゆみ橋 (ｱﾕﾐﾊﾞｼ) 特別区道江551号 2001 59.3 8.2 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

砂潮橋 (ｽﾅｼｵﾊﾞｼ) 特別区道江400号 1973 90.5 21.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

暁橋 (ｱｶﾂｷﾊﾞｼ) 特別区道江400号 1988 70.0 23.2 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

漣橋 (ｻｻﾞﾅﾐﾊﾞｼ) 特別区道江490号 1994 124.3 15.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

辰巳橋（上り線） (ﾀﾂﾐﾊﾞｼ) 特別区道江530号 1992 127.0 12.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

辰巳橋（下り線） (ﾀﾂﾐﾊﾞｼ) 特別区道江530号 1996 127.0 12.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

辰巳桜橋 (ﾀﾂﾐｻｸﾗﾊﾞｼ) 特別区道江531号 1993 273.0 6.0 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

新砂橋 (ｼﾝｽﾅﾊﾞｼ) 特別区道江459号 1991 64.7 24.2 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

しおかぜ橋 (ｼｵｶｾﾞﾊﾞｼ) 特別区道江519号 1997 464.1 3.5 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

千石橋（上り線） (ｾﾝｺﾞｸﾊﾞｼ) 特別区道江543号 2000 100.0 14.3 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

千石橋（下り線） (ｾﾝｺﾞｸﾊﾞｼ) 特別区道江543号 1999 99.9 13.3 江東区 東京都 江東区 Ⅰ

東千石橋 (ﾋｶﾞｼｾﾝｺﾞｸﾊﾞｼ) 特別区道江543号 1986 171.4 20.0 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

蛤橋 (ﾊﾏｸﾞﾘﾊﾞｼ) 特別区道江144号 1958 54.9 16.0 江東区 東京都 江東区 Ⅲ

虹の大橋 (ﾆｼﾞﾉｵｵﾊｼ) 特別区道江571号 2001 74.6 29.2 江東区 東京都 江東区 Ⅱ

久崎橋 (ﾋｻｻｷﾊﾞｼ) 大田区道6-221号 1966 12.2 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

谷築橋 (ﾔﾁｸﾊﾞｼ) 大田区道6-226号 1966 13.7 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

鶴林橋 (ｶｸﾘﾝﾊﾞｼ) 大田区道6-227号 1966 13.8 8.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

稲荷橋1 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 大田主要区道34号 1966 15.9 9.6 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

霊山橋 (ﾘｮｳｾﾞﾝﾊﾞｼ) 大田主要区道23号 1966 12.2 9.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 大田区道6-116号 1982 12.2 3.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

養源寺橋 (ﾖｳｹﾞﾝｼﾞﾊｼ) 大田区道6-237号 1981 12.0 4.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

浄国橋 (ｼﾞｮｳｺｸﾊﾞｼ) 大田区道6-245号 1981 16.7 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

一本橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾊﾞｼ) 大田区道8-89号 1981 12.9 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

上堰橋 (ｼﾞｮｳｾｷﾊﾞｼ) 大田区道7-81号 1981 12.9 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

日蓮橋 (ﾆﾁﾚﾝﾊﾞｼ) 大田区道7-79号 1981 12.9 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 大田区道8-49号 1980 12.8 4.4 大田区 東京都 大田区 Ⅰ



双流橋 (ｿｳﾘｭｳﾊﾞｼ) 大田区道8-99号 1982 13.1 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 大田区道7-63号 1960 10.6 3.2 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

三ツ木橋 (ﾐﾂｷﾞﾊﾞｼ) 大田主要区道14号 1931 13.0 4.3 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 大田区道7-55号 1929 13.4 3.2 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

五之橋 (ｺﾞﾉﾊｼ) 大田区道7-42号 1957 12.8 4.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

四之橋 (ｼﾉﾊｼ) 大田区道7-34-1号 1931 12.9 4.3 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

諏訪橋 (ｽﾜﾊﾞｼ) 大田区道7-32-1号 1929 12.7 3.4 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

弐之橋 (ﾆﾉﾊｼ) 大田主要区道7号 1931 13.2 4.4 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

一之橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 大田区道7-5号 1982 12.9 3.4 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

内川橋 (ｳﾁｶﾜﾊﾞｼ) 大田主要区道5号 1956 8.2 7.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 大田主要区道21号 1958 21.0 5.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

島畑橋 (ｼﾏﾊﾀﾊﾞｼ) 大田区道1-38号 1975 10.5 8.4 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

島本橋 (ｼﾏﾓﾄﾊﾞｼ) 大田区道1-112号 1978 10.6 8.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

柳橋 (ﾔﾅｷﾊｼ) 大田主要区道99号 1976 13.7 11.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

一ノ橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 大田区道4-76号 1978 9.3 3.3 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

二ノ橋 (ﾆﾉﾊｼ) 大田区道4-78号 1974 10.0 8.1 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 大田区道4-51号 1973 10.0 8.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 大田区道4-80号 1973 10.0 8.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

西ノ橋 (ﾆｼﾉﾊｼ) 大田主要区道59号 1978 9.9 8.1 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

雪ノ橋 (ﾕｷﾉﾊｼ) 大田区道4-83号 1979 9.9 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

居村橋 (ｲﾑﾗﾊﾞｼ) 大田区道4-84号 1979 9.9 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

円長寺橋 (ｴﾝﾁｮｳｼﾞﾊｼ) 大田主要区道52号 1978 9.9 6.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

鶴ノ橋 (ﾂﾙﾉﾊｼ) 大田区道4-86号 1978 9.9 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 大田区道4-90号 1978 9.9 6.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

鷹ノ橋 (ﾀｶﾉﾊｼ) 大田区道4-91号 1978 9.9 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

谷中橋 (ﾔﾅｶﾊﾞｼ) 大田主要区道61号 1976 10.0 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅲ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 大田区道4-10号 1977 10.0 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 大田区道4-9号 1977 10.5 3.8 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

芹ヶ谷橋 (ｾﾘｶﾞﾔﾊﾞｼ) 大田区道4-17号 1970 10.4 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

道々橋 (ﾄﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 大田主要区道27号 1963 11.2 8.7 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

久根橋 (ﾋｻﾈﾊﾞｼ) 大田区道4-103号 1968 13.3 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊｼ) 大田区道4-107号 1960 14.0 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

根方橋 (ﾈｶﾞﾀﾊﾞｼ) 大田区道4-115号 1968 12.7 5.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

長栄橋 (ﾁｮｳｴｲﾊﾞｼ) 大田主要区道68号 1968 12.5 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

北ノ橋 (ｷﾀﾉﾊｼ) 大田区道4-127号 1984 12.3 5.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

上の橋 (ｳｴﾉﾊｼ) 大田区道2-62号 1994 7.4 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

吹上橋 (ﾌｷｱｹﾞﾊﾞｼ) 大田区道2-63号 1993 6.5 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

庵谷橋 (ｲｵﾘﾔﾊｼ) 大田区道2-74号 1995 6.5 7.8 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

中ノ橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 大田区道2-42号 1965 4.6 6.1 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

新井野橋 (ｱﾗｲﾉﾊｼ) 大田区道2-36号 1929 5.8 3.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

下ノ橋 (ｼﾓﾉﾊｼ) 大田区道2-35号 1962 4.8 3.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

宝来橋1 (ﾎｳﾗｲﾊｼ) 大田主要区道49号 1966 5.1 5.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

小島橋 (ｺｼﾞﾏﾊﾞｼ) 大田区道2-32号 1962 4.8 3.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

後藤橋 (ｺﾞﾄｳﾊﾞｼ) 大田区道2-28号 1962 5.2 6.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

虹橋 (ﾆｼﾞﾊｼ) 大田区道2-100号 不明 4.5 5.8 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

大平橋 (ﾀｲﾍｲﾊｼ) 大田主要区道79号 1980 17.2 5.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

山野橋 (ｻﾝﾔﾊﾞｼ) 大田区道8-105号 1983 20.0 3.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

馬引橋 (ｳﾏﾋｷﾊﾞｼ) 大田区道8-111号 1982 17.3 3.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

宮之橋 (ﾐﾔﾉﾊｼ) 大田区道8-32号 1988 23.2 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

御成橋 (ｵﾅﾘﾊﾞｼ) 大田主要区道14号 1989 22.2 7.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

仲之橋2 (ﾅｶﾉﾊｼ) 大田主要区道100号 1978 25.7 20.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊｼ) 大田区道8-13号 1983 21.7 4.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

宝来橋2 (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ) 大田主要区道8号 1937 27.3 4.8 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊｼ) 大田区道12-59号 1935 29.1 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ



藤兵衛橋 (ﾄｳﾍﾞｴﾊﾞｼ) 大田主要区道3号 2001 29.3 10.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 大田主要区道1号 1960 28.5 5.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 大田主要区道94号 2004 42.0 13.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

馬込橋 (ﾏｺﾞﾒﾊｼ) 大田主要区道13号 1961 20.0 7.3 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

二本木橋 (ﾆﾎﾝｷﾞﾊﾞｼ) 大田区道5-23-1号 1964 20.7 7.1 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 大田区道5-31号 1964 20.7 5.7 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

雪見橋 (ﾕｷﾐﾊﾞｼ) 大田主要区道59号 1957 15.9 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 大田区道5-54号 1957 19.6 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

花見橋 (ﾊﾅﾐﾊﾞｼ) 大田区道5-55号 1957 18.1 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

笹丸橋 (ｻｻﾏﾙﾊﾞｼ) 大田主要区道32号 1927 29.6 9.2 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

永久橋 (ﾅｶﾞﾋｻﾊﾞｼ) 大田区道4-7号 1961 30.9 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 大田区道1-79号 1946 2.0 5.4 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

新八幡橋 (ｼﾝﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 大田区道2-50号 不明 3.8 5.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

呑川橋 (ﾉﾐｶﾜﾊﾞｼ) 大田区道12-146号 1957 10.8 4.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 大田主要区道1号 1954 23.3 4.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

北前橋 (ｷﾀﾏｴﾊﾞｼ) 大田主要区道1号 1984 11.0 8.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

東芝橋 (ﾄｳｼﾊﾞﾊﾞｼ) 大田区道12-155号 1987 20.6 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

京和橋 (ｷｮｳﾜﾊﾞｼ) 大田区道16-2号 1983 283.0 13.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

新平和橋 (ｼﾝﾍｲﾜﾊﾞｼ) 大田区道16-2号 2001 158.7 27.1 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

平和島陸橋（北側） (ﾍｲﾜｼﾞﾏﾘｯｷｮｳｷﾀｶﾞﾜ) 大田区道15-1号 1967 320.7 6.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

平和島陸橋（南側） (ﾍｲﾜｼﾞﾏﾘｯｷｮｳﾐﾅﾐｶﾞﾜ) 大田区道15-1号 1974 320.8 6.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

稲荷橋3 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 大田区道13-63号 1955 52.3 8.7 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

天空橋 (ﾃﾝｸｳﾊｼ) 大田区道13-64号 1993 73.9 3.2 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

大森東避難橋 (ｵｵﾓﾘﾋｶﾞｼﾋﾅﾝｷｮｳ) 大田区道12-201号 1972 111.5 6.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 大田区道主要４８号 1963 16.7 2.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

旭橋添架人道橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼﾃﾝｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田主要区道1号 1970 24.0 1.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

日蓮橋添架人道橋 (ﾆﾁﾚﾝﾊﾞｼﾃﾝｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田区道8-59号 1975 16.6 1.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

三ツ木橋添架人道橋 (ﾐﾂｷﾞﾊﾞｼﾃﾝｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田主要区道12号 1972 12.9 1.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

五之橋添架人道橋 (ｺﾞﾉﾊｼﾃﾝｶﾞｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田区道7-42号 1975 12.3 1.8 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

四之橋添架人道橋 (ｼﾉﾊｼﾃﾝｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田区道7-34号 1970 13.5 1.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

諏訪橋添架人道橋 (ｽﾜﾊﾞｼﾃﾝｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田区道7-32号 1972 12.6 1.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

弐之橋添架人道橋 (ﾆﾉﾊｼﾃﾝｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田主要区道6号 1971 12.8 1.5 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

道々橋添架人道橋 (ﾄﾞﾄﾞﾊｼﾃﾝｶｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 大田区道7-34号 1970 11.1 1.5 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

北千束歩道橋 (ｷﾀｾﾝｿﾞｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 大田区道1-17号 1996 12.8 2.0 大田区 東京都 大田区 Ⅰ

馬込歩道橋 (ﾏｺﾞﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 大田主要区道12号 1972 10.1 2.0 大田区 東京都 大田区 Ⅱ

稲荷陸 (ｲﾅﾘﾘｯｷｮｳ) 区道2104-2号線 1983 23.5 5.5 杉並区 東京都 杉並区 Ⅱ

東陸橋 (ﾋｶﾞｼﾘｸﾊﾞｼ) 区道1300-1号線 1981 24.0 3.6 杉並区 東京都 杉並区 Ⅱ

高井戸一号跨線 (ﾀｶｲﾄﾞｲﾁｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ) 区道1343号線 1964 20.4 2.7 杉並区 東京都 杉並区 Ⅲ

源水橋 (ｹﾞﾝｽｲﾊﾞｼ) 特別区道14-151 1999 17.9 9.0 豊島区 東京都 豊島区 Ⅰ

高塚橋 (ﾀｶﾂｶﾊﾞｼ) 特別区道14-101 2001 19.8 10.0 豊島区 東京都 豊島区 Ⅰ

中の橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 区道北1287号 1987 60.0 5.0 北区 東京都 北区 Ⅱ

森の下橋 (ﾓﾘﾉｼﾀﾊｼ) 区道北1313号 1988 7.4 5.2 北区 東京都 北区 Ⅱ

中之橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 練馬主要区道17号線 1987 16.2 12.8 練馬区 東京都 練馬区 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 練馬一般区道32-258号線 1970 47.6 6.8 練馬区 東京都 練馬区 Ⅲ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊｼ) 練馬一般区道32-255号線 1970 37.3 6.8 練馬区 東京都 練馬区 Ⅲ

西大泉橋 (ﾆｼｵｵｲｽﾞﾐﾊｼ) 練馬一般区道33-219号線 1970 37.0 6.9 練馬区 東京都 練馬区 Ⅱ

桜木橋 (ｻｸﾗｷﾞﾊｼ) 足立２７(区道) 2005 11.6 16.0 足立区 東京都 足立区 Ⅱ

花見橋 (ﾊﾅﾐﾊｼ) 足立２８(区道) 1926 9.6 5.3 足立区 東京都 足立区 Ⅲ

花畑大橋 (ﾊﾅﾊﾀｵｵﾊｼ) 足立１３(区道) 1983 31.4 15.0 足立区 東京都 足立区 Ⅲ

毛長橋 (ｹﾅｶﾞﾊｼ) 足立４(区道) 2005 31.8 12.0 足立区 東京都 足立区 Ⅰ

新砂子路橋 (ｼﾝｼｬｺﾞｼﾞﾊｼ) 舎人３００(区道) 1986 16.0 16.0 足立区 東京都 足立区 Ⅰ

一本橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾊｼ) 舎人４３７(区道) 1967 8.9 8.5 足立区 東京都 足立区 Ⅲ

ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊｼ) 舎人４４３(区道) 1982 24.8 2.0 足立区 東京都 足立区 Ⅱ

ふれあい桜橋 (ﾌﾚｱｲｻｸﾗﾊｼ) 足立２７(区道) 2005 34.6 16.0 足立区 東京都 足立区 Ⅱ



時見橋 (ﾄｷﾐﾊﾞｼ) 由井８７６号線(市道) 1990 25.8 6.4 八王子市 東京都 八王子市 Ⅰ

八方地橋 (ﾊｯﾎﾟｳｼﾞﾊﾞｼ) 八王子８５１号線(市道) 1984 21.5 7.2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

新権水橋 (ｼﾝｺﾞﾝｽﾞｲﾊｼ) 八王子８５３号線(市道) 1987 21.3 7.2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

大竹橋 (ｵｵﾀｹﾊｼ) 由木３８７号線(市道) 1979 31.9 16.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

滝原大橋 (ﾀｷﾊﾗｵｵﾊｼ) 元八王子１００号線(市道) 1992 18.6 9.0 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

上横川橋 (ｶﾐﾖｺｶﾜﾊﾞｼ) 元八王子１０１号線(市道) 1988 16.5 5.7 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

恵橋 (ﾒｸﾞﾐﾊﾞｼ) 元八王子１８２号線(市道) 1990 18.1 6.2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 元八王子１９６号線(市道) 1987 25.1 7.2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

松竹橋 (ﾏﾂﾀｹﾊﾞｼ) 恩方１号線(市道) 1986 15.0 7.2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

西大沢橋 (ﾆｼｵｵｻﾜﾊｼ) 恩方１０号線(市道) 1963 14.7 4.7 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 恩方１０号線(市道) 1958 20.0 3.6 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

大田平橋 (ﾀﾞｲﾀﾋﾞﾗﾊｼ) 由木４３５号線(市道) 1980 20.0 23.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

大塚橋 (ｵｵﾂｶﾊｼ) 由木６５２号線(市道) 1971 40.0 16.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

一の窪歩道橋 (ｲﾁﾉｸﾎﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 由木７８６号線(市道) 1976 38.7 3.0 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

滝谷戸橋 (ﾀｷﾉﾔﾄﾊｼ) 由木７８１号線(市道) 1976 50.0 12.3 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 恩方１０４号線(市道) 1961 18.0 3.5 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

板当橋 (ｲﾀｱﾃﾊﾞｼ) 恩方１７号線(市道) 1970 18.4 4.7 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

佐戸橋 (ｻﾄﾞﾊｼ) 恩方１８号線(市道) 1964 19.8 3.5 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

犬吠池歩道橋 (ｲﾇﾎﾞｳｲｹﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 由木７６６号線(市道) 1995 117.5 3.0 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

春日南橋 (ｶｽｶﾞﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 八王子８６６号線(市道) 1976 27.5 4.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

春日北橋 (ｶｽｶﾞｷﾀﾊﾞｼ) 八王子８６４号線(市道) 1976 26.9 6.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

南大沢であい橋 (ﾐﾅﾐｵｵｻﾜﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 由木７７４号線(市道) 1995 139.6 4.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

瀬東橋 (ｾﾄｳﾊｼ) ２級２３号線(市道) 1973 21.1 8.4 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

ゆうやけ橋 (ﾕｳﾔｹﾊｼ) 由木６２４号線(市道) 1992 148.0 4.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

北野横断橋 (ｷﾀﾉｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 由井２８８号線(市道) 1989 26.9 6.0 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

（仮）北野駅入口横断歩道橋 (ｷﾀﾉｴｷｲﾘｸﾞﾁｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 由井３９６号線(市道) 1992 60.7 7.8 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

松中橋 (ﾏﾂﾅｶﾊﾞｼ) 市道1級14号線 1983 11.4 16.0 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

一番橋 (ｲﾁﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 市道西48号線 1979 12.0 7.4 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 市道西60号線 1970 10.2 4.7 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

見影橋 (ﾐｶｹﾞﾊﾞｼ) 市道北17号線 1972 11.5 11.1 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

千手橋 (ｾﾝｼﾞｭﾊﾞｼ) 市道1級12号線 1934 8.7 6.1 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

新家橋 (ｼﾝﾔﾊﾞｼ) 市道北26号線 1970 11.0 10.5 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

宮の橋 (ﾐﾔﾉﾊﾞｼ) 市道北54号線 1973 11.7 9.0 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

十号橋 (ｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南32・41号線 1964 3.9 2.1 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

九号橋 (ｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南41号線 1964 4.3 2.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

七号橋 (ﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南36号線 1983 3.0 6.1 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

八号橋 (ﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南43号線 1983 11.6 10.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼｲﾁ) 市道南45号線 1964 4.6 4.5 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

四号橋 (ﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南43号線 1964 3.5 10.7 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

一号橋 (ｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南44号線 1965 7.5 8.7 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

新仲沢橋 (ｼﾝﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道南81号線 1961 3.7 4.9 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

二号橋 (ﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道1級2号線 1965 4.0 12.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

五号橋 (ｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南49号線 1964 3.5 6.4 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

三号橋 (ｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南45号線 1965 4.0 9.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

おちらし橋 (ｵﾁﾗｼﾊﾞｼ) 市道2級17号線 1971 7.1 6.1 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲﾊﾞｼﾆ) 市道北2号線 1964 3.3 1.9 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

田堀橋 (ﾀﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 市道西72号線 1983 23.0 4.0 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

田堀橋(人道橋) (ﾀﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 市道西72号線 1990 24.2 2.3 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

千手小橋(人道橋) (ｾﾝｼﾞｭｺﾊﾞｼ) 市道1級12号線 1992 12.8 2.8 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

滝下橋 (ﾀｷｼﾀﾊﾞｼ) 市道南96号線 1969 25.4 4.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

六号橋 (ﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南273号線 1934 5.3 8.7 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

曙陸橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾘｸﾊﾞｼ) 市道中71号線 1999 21.7 4.8 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

無名橋３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼｻﾝ) 市道南490号線 1964 3.9 4.4 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

新おちらし橋 (ｼﾝｵﾁﾗｼﾊﾞｼ) 市道2級16号線 1982 19.8 9.1 立川市 東京都 立川市 Ⅱ



新残堀橋 (ｼﾝｻﾞﾝﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 市道2級17号線 1983 22.0 6.5 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

上水橋 (ｼﾞｮｳｽｲﾊﾞｼ) 市道北24号線 1984 19.5 7.7 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

上宿橋 (ｶﾐｼｭｸﾊﾞｼ) 市道北25号線 1983 19.9 4.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

鷹の道橋 (ﾀｶﾉﾐﾁﾊﾞｼ) 市道西59号線 1981 30.8 7.3 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

松風橋 (ﾏﾂｶｾﾞﾊﾞｼ) 市道2級15号線 1978 30.5 8.2 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

並木橋 (ﾅﾐｷﾊﾞｼ) 市道北27号線 1979 19.4 5.3 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 市道1級1号線 1964 17.6 15.7 立川市 東京都 立川市 Ⅲ

滝上橋 (ﾀｷｳｴﾉﾊﾞｼ) 市道南101号線 1968 17.6 5.1 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

山中坂下橋 (ﾔﾏﾅｶｻｶｼﾀﾊﾞｼ) 市道南80号線 1969 27.0 5.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

辰巳橋 (ﾀﾂﾐﾊﾞｼ) 市道南8号線 1969 17.5 6.8 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

馬場坂下橋 (ﾊﾞﾊﾞｻｶｼﾀﾊﾞｼ) 市道南82号線 1970 29.8 4.6 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

富士見高架橋 (ﾌｼﾞﾐｺｳｶｷｮｳ) 市道1級2号線 1969 180.0 12.6 立川市 東京都 立川市 Ⅲ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ) 市道北150号線 1981 23.2 6.3 立川市 東京都 立川市 Ⅱ

西窪橋 (ﾆｼｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道第27号線 1939 3.4 7.3 武蔵野市 東京都 武蔵野市 Ⅰ

桜一の橋 (ｻｸﾗｲﾁﾉﾊｼ) 市道第92号線 2006 6.2 6.0 武蔵野市 東京都 武蔵野市 Ⅰ

めがね橋 (ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道第92号線 2013 4.5 5.0 武蔵野市 東京都 武蔵野市 Ⅰ

本村南橋 (ﾎﾝﾑﾗﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道第73号線 1979 4.5 16.0 武蔵野市 東京都 武蔵野市 Ⅱ

新設１(309号） (ｼﾝｾﾂ①) 市道第309号線 2009 4.3 10.1 武蔵野市 東京都 武蔵野市 Ⅰ

新設２（92号） (ｼﾝｾﾂ②) 市道第92号線 2010 4.3 20.2 武蔵野市 東京都 武蔵野市 Ⅰ

上連雀第二之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲﾆﾉﾊｼ) 市道第99号線 1979 3.7 5.2 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第三之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲｻﾝﾉﾊｼ) 市道第269号線 1979 3.7 4.2 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第五之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲｺﾞﾉﾊｼ) 市道第270号線 1979 3.6 4.7 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第六之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲﾛｸﾉﾊｼ) 市道第271号線 1979 4.0 5.2 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第七之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲﾅﾅﾉﾊｼ) 市道第19号線 1979 3.6 4.3 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第八之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲﾊﾁﾉﾊｼ) 市道第178号線 1979 3.6 4.2 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第九之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲｷｭｳﾉﾊｼ) 市道第178-1号線 1978 3.6 5.2 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第十之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲｼﾞｭｳﾉﾊｼ) 市道第18号線 1978 3.6 5.2 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

上連雀第十二之橋 (ｶﾐﾚﾝｼﾞｬｸﾀﾞｲｼﾞｭｳﾆﾉﾊｼ) 市道第17号線 1978 3.6 4.3 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

下連雀七之橋 (ｼﾓﾚﾝｼﾞｬｸﾅﾅﾉﾊｼ) 市道第83号線 1966 3.5 5.6 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅱ

梅21号橋 (ｳﾒﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道梅472号線 1981 15.5 4.5 青梅市 東京都 青梅市 Ⅲ

梅89号橋 (ｳﾒﾊﾁｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道梅1165号線 不明 41.0 5.7 青梅市 東京都 青梅市 Ⅱ

小5号橋 (ｼｮｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道幹30号線 1963 16.1 4.0 青梅市 東京都 青梅市 Ⅱ

小67号橋 (ｼｮｳﾛｸｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道小643号線 1995 17.7 5.0 青梅市 東京都 青梅市 Ⅱ

成8号橋 (ﾅﾘﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道準53号線 不明 18.1 4.1 青梅市 東京都 青梅市 Ⅱ

成78号橋 (ﾅﾘﾅﾅｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道成509号線 1976 21.7 5.2 青梅市 東京都 青梅市 Ⅱ

成79号橋 (ﾅﾘﾅﾅｼﾞｭｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道成511号線 1965 18.8 3.0 青梅市 東京都 青梅市 Ⅲ

成80号橋 (ﾅﾘﾊﾁｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道成520号線 1963 18.9 3.3 青梅市 東京都 青梅市 Ⅱ

こはけ橋 (ｺﾊｹﾊﾞｼ) 昭島３０号(市道) 1976 13.5 8.0 昭島市 東京都 昭島市 Ⅱ

美堀橋 (ﾐﾎﾘﾊﾞｼ) 昭島３７号(市道) 1984 15.0 12.0 昭島市 東京都 昭島市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 南１５４号(市道) 1969 12.0 4.0 昭島市 東京都 昭島市 Ⅱ

ふたみ橋 (ﾌﾀﾐﾊﾞｼ) 北１２６号(市道) 1989 15.0 2.5 昭島市 東京都 昭島市 Ⅱ

下森村橋 (ｼﾓﾓﾘﾑﾗﾊﾞｼ) 市道西114号線 1980 4.4 4.7 調布市 東京都 調布市 Ⅰ

無名3号橋（府中） (ﾑﾒｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ(ﾌﾁｭｳ)) 市道南53号線 1979 6.1 6.7 調布市 東京都 調布市 Ⅱ

小金橋 (ｺｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道東144号線 1965 27.8 7.3 調布市 東京都 調布市 Ⅲ

糟嶺橋 (ｶｽﾐﾈﾊﾞｼ) 市道東135号線 1967 28.0 3.7 調布市 東京都 調布市 Ⅲ

宅添橋 (ﾀｸｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道東30号線 1968 15.4 4.6 調布市 東京都 調布市 Ⅲ

宮はけ下橋 (ﾐﾔﾊｹｼﾀﾊﾞｼ) 市道西106号線 1981 6.3 6.0 調布市 東京都 調布市 Ⅰ

上森村橋 (ｶﾐﾓﾘﾑﾗﾊﾞｼ) 市道西112号線 1980 4.4 4.7 調布市 東京都 調布市 Ⅰ

百花苑橋 (ﾋｬｯｶｴﾝﾊﾞｼ) 市道南79号線 1979 7.2 4.7 調布市 東京都 調布市 Ⅱ

細田橋 (ﾎｿﾀﾞﾊﾞｼ) 市道北239号線 1967 27.6 4.7 調布市 東京都 調布市 Ⅰ

小山７号橋 (ｵﾔﾏ7ｺﾞｳｷｮｳ) 堺１３３号線(市道) 不明 2.1 3.6 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

中ケ谷戸橋(相原８号) (ﾅｶｶﾞﾔﾄﾊﾞｼ(ｱｲﾊﾗ8ｺﾞｳ) 堺６６２号線(市道) 1955 4.8 3.3 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

陽田橋 (ﾖｳﾀﾞﾊﾞｼ) 堺２６８号線(市道) 1977 5.8 2.7 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

陽田入橋 (ﾖｳﾀﾞｲﾘﾊﾞｼ) 堺２６８号線(市道) 1963 11.6 8.5 町田市 東京都 町田市 Ⅰ



御殿西口橋 (ｺﾞﾃﾝﾆｼｸﾞﾁﾊﾞｼ) 堺２６２号線(市道) 1966 4.5 10.7 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

相原５号橋 (ｱｲﾊﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ) 堺２８９号線(市道) 不明 2.0 4.1 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

西陽田橋 (ﾆｼﾖｳﾀﾞﾊﾞｼ) 堺２９５号線(市道) 1943 5.2 3.6 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

白鳥橋 (ｼﾗﾄﾘﾊﾞｼ) 堺３３４号線(市道) 1951 4.0 2.4 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾀﾊﾞｼ) 堺３６３号線(市道) 1996 15.9 7.2 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

増境橋 (ﾏｽｻｶｲﾊﾞｼ) 堺４０３号線(市道) 1983 5.4 5.7 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

下馬の橋 (ｹﾞﾊﾞﾉﾊｼ) 堺４１７号線(市道) 1983 9.1 4.3 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

武川橋（風間小橋） (ﾀｹｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｶｻﾞﾏｺﾊﾞｼ) 堺４３７号線(市道) 不明 7.6 2.0 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 堺５２３号線(市道) 不明 3.6 4.0 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

堀戸橋 (ﾎﾘﾄﾊﾞｼ) 認定外 不明 2.6 3.1 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

大地沢橋 (ｵｵﾁｻﾞﾜﾊﾞｼ) 堺５３５号線(市道) 1967 7.4 4.3 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

中ケ谷戸橋 (ﾅｶｶﾞﾔﾄﾊﾞｼ) 認定外 不明 4.2 3.8 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

馬場橋 (ﾊﾞﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 堺６８２号線(市道) 1970 22.5 6.6 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

川島橋 (ｶﾜｼﾏﾊﾞｼ) 堺４９５号線(市道) 2000 18.3 5.2 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

町有橋 (ﾏﾁｱﾘﾊﾞｼ) 堺７６７号線(市道) 1997 40.7 19.9 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

ゆうやけ橋 (ﾕｳﾔｹﾊﾞｼ) 堺４０３号線(市道) 2004 15.0 7.2 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

上鶴間橋 (ｶﾐﾂﾙﾏﾊﾞｼ) 南２号線(市道) 1972 24.1 7.4 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 南５６号線(市道) 1965 37.0 10.7 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

鶴間１号橋 (ﾂﾙﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南１６２０号線(市道) 1974 28.1 6.8 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

鶴金橋 (ﾂﾙｶﾈﾊﾞｼ) 認定外 1971 24.7 6.8 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

成瀬センター橋 (ﾅﾙｾｾﾝﾀｰｷｮｳ) 認定外 1988 6.0 7.2 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

吹上橋 (ﾌｷｱｹﾞﾊﾞｼ) 南１８０４号線(市道) 2001 21.6 16.8 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

下成瀬橋 (ｼﾓﾅﾙｾﾊﾞｼ) 認定外 不明 4.9 4.2 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

つくし野5号橋 (ﾂｸｼﾉ5ｺﾞｳｷｮｳ) 南１００２号線(市道) 2004 5.1 9.0 町田市 東京都 町田市 Ⅰ

西之橋 (ﾆｼﾉﾊﾞｼ) 市道第９６号線 2002 15.5 5.0 小金井市 東京都 小金井市 Ⅰ

大城橋 (ﾀﾞｲｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道第３１９号線 1994 18.8 5.7 小金井市 東京都 小金井市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 市道第６２５号線 2000 15.1 6.0 小金井市 東京都 小金井市 Ⅰ

豊住橋 (ﾄﾖｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道第６６６号線 1993 18.8 4.0 小金井市 東京都 小金井市 Ⅱ

貫井新橋 (ﾇｸｲｼﾝﾊﾞｼ) 市道第３９４号線 1999 14.0 4.0 小金井市 東京都 小金井市 Ⅱ

荒牧橋 (ｱﾗﾏｷﾊﾞｼ) 市道第５６１号線 1994 19.1 4.0 小金井市 東京都 小金井市 Ⅰ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊﾞｼ) 市道第３号線 1997 18.8 6.0 小金井市 東京都 小金井市 Ⅱ

恋ヶ窪人道橋 (ｺｲｶﾞｸﾎﾞｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 市道北１号線 1971 21.4 2.4 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅰ

西国分寺人道橋 (ﾆｼｺｸﾌﾞﾝｼﾞｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中109号線 1970 22.6 4.5 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅳ

鞍尾根橋 (ｸﾗｵﾈﾊﾞｼ) 市道南７号線 2004 15.5 7.2 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅰ

長谷戸橋 (ﾊｾﾄﾞﾊﾞｼ) 市道幹３号線 不明 5.3 5.3 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 市道中178号線 1973 8.9 4.7 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅱ

長谷戸人道橋 ﾊｾﾄﾞﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 市道幹３号線 不明 5.5 2.0 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅲ

花沢橋 ﾊﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ 市道幹６号線 1976 40.7 10.0 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅱ

内藤橋 ﾅｲﾄｳﾊﾞｼ 市道幹９号線 1973 33.9 12.7 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅱ

戸倉橋 ﾄｸﾗﾊﾞｼ 市道中３号線 1973 35.7 10.7 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅱ

築山橋 ﾂｷﾔﾏﾊﾞｼ 市道中２号線 1973 34.5 4.7 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅱ

武蔵野線人道橋 ﾑｻｼﾉｾﾝｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 市道中175号線 1983 31.1 2.4 国分寺市 東京都 国分寺市 Ⅲ

霞ヶ関橋 ｶｽﾐｶﾞｾｷﾊﾞｼ 多摩市道1-1号幹線 1974 38.6 11.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

明神橋（道路橋） ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ(ﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 多摩市道1-3号幹線 1976 66.0 8.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

明神橋（人道橋） ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ(ｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 多摩市道1-3号幹線 2010 58.4 3.5 多摩市 東京都 多摩市 Ⅰ

若鮎橋 ﾜｶｱﾕﾊﾞｼ 多摩市道1-6号線 1963 9.9 3.0 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

一ノ宮集会所前橋 ｲﾁﾉﾐﾔｼｭｳｶｲｼﾞｮﾏｴﾊﾞｼ 多摩市道1-50号線 1974 8.8 5.0 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

一ノ宮児童館前橋 ｲﾁﾉﾐﾔｼﾞﾄﾞｳｶﾝﾏｴﾊﾞｼ 多摩市道1-54号線 1993 2.5 6.4 多摩市 東京都 多摩市 Ⅰ

東寺方橋 ﾋｶﾞｼﾃﾗｶﾀﾊﾞｼ 多摩市道1-95号線 1976 40.2 6.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

佐伯輪業前橋 ｻｴｷﾘﾝｷﾞｮｳﾏｴﾊﾞｼ 多摩市道1-290号線 1967 2.4 3.3 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

和田原通り橋 ﾜﾀﾞｯﾊﾟﾗﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ 多摩市道2-4号幹線 1974 4.7 8.1 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

新堂橋（道路橋） ｼﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ(ﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 多摩市道2-7号線 1970 37.8 4.7 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

並木橋(道路橋） ﾅﾐｷﾊﾞｼ(ﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 多摩市道2-50号線 1970 37.9 4.7 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

久保ヶ下橋（道路橋） ｸﾎﾞｶﾞｼﾀﾊﾞｼ(ﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 多摩市道2-101号線 1971 47.3 4.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ



桜橋 ｻｸﾗﾊﾞｼ 多摩市道3-26号線 1984 62.7 7.0 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

向ノ岡橋 ﾑｶｲﾉｵｶﾊﾞｼ 多摩市道3-30号線 1970 42.0 10.2 多摩市 東京都 多摩市 Ⅰ

車橋 ｸﾙﾏﾊﾞｼ 多摩市道3-98号線 1970 30.4 4.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

多摩中学校北側橋 ﾀﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳｷﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 多摩市道1-4号線 1991 10.4 3.3 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

熊野橋 ｸﾏﾉﾊﾞｼ 多摩市道3-1号幹線 1975 31.0 18.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

南田橋 ﾐﾅﾐﾀﾞﾊﾞｼ 多摩市道3-148号線 1970 29.4 8.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

馬引沢橋 ﾏﾋｷｻﾞﾜﾊﾞｼ 多摩市道3-147号線 1971 29.3 6.7 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

愛宕第一歩道橋 ｱﾀｺﾞﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 多摩市道2-5号歩線他 1971 33.5 2.9 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

切通し橋 ｷﾘﾄｵｼﾊﾞｼ 多摩市道2-2号歩線 1970 19.0 3.0 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

健康センター南側ＢＯＸ橋 ｹﾝｺｳｾﾝﾀｰﾐﾅﾐｶﾞﾜﾎﾞｯｸｽｷｮｳ 多摩市道1-88号線 1986 2.0 17.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

九頭龍公園南側ＢＯＸ橋 ｸｽﾞﾘｭｳｺｳｴﾝﾐﾅﾐｶﾞﾜﾎﾞｯｸｽｷｮｳ 多摩市道1-80号線 1986 2.8 5.0 多摩市 東京都 多摩市 Ⅱ

一宮団地西側水路橋 ｲﾁﾉﾐﾔﾀﾞﾝﾁﾆｼｶﾞﾜｽｲﾛｷｮｳ 多摩市道1-126号線 不明 2.5 8.6 多摩市 東京都 多摩市 Ⅰ

体育館南側水路橋 ﾀｲｲｸｶﾝﾐﾅﾐｶﾞﾜｽｲﾛｷｮｳ 多摩市道2-83号線 不明 2.6 1.9 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

報恩橋 ﾎｳｵﾝﾊﾞｼ 多摩市道3-76号線 1974 55.8 5.3 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

中和田橋 ﾅｶﾜﾀﾞﾊｼ 多摩市道2-93号線 1998 37.4 3.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅰ

ヴィ－タブリッジ ｳﾞｨｰﾀﾌﾞﾘｯｼﾞ 多摩市道1-1号歩線 1999 35.1 8.0 多摩市 東京都 多摩市 Ⅰ

大貝戸橋 ｵｵｶｲﾄﾊﾞｼ 多摩市道2-5号号幹線 1969 12.0 16.8 多摩市 東京都 多摩市 Ⅲ

網代橋 (ｱｼﾞﾛﾊｼ) 市道Ⅰ―１１号線 1959 48.4 3.0 あきる野市 東京都 あきる野市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 峰平三沢線(町道) 不明 5.0 0.9 奥多摩町 東京都 奥多摩町 Ⅰ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道西町一号線 1984 4.5 5.9 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道西町二号線 1984 4.5 5.5 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道西町三号線 1984 4.4 5.7 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道西町五号線 不明 2.9 4.0 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道西町六号線 不明 2.9 5.2 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道東町一号線 1985 2.8 6.9 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道東町六号線 1985 2.8 5.9 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道学校線 1986 3.9 4.8 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道奥村二号線 不明 4.9 4.8 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅳ

元橋 (ﾓﾄﾊｼ) 村道沖村一号線 不明 7.1 5.0 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅳ

要橋 (ｶﾅﾒﾊﾞｼ) 村道沖村一号線 1977 6.6 5.1 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅲ

剣先橋 (ｹﾝｻｷﾊﾞｼ) 村道沖村二号線 不明 5.9 5.1 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅲ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道沖村四号線 不明 3.3 4.2 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道沖村四号線 不明 3.4 4.2 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

無名橋 （ﾑﾒｲｷｮｳ） 村道沖村六号線 不明 3.4 4.0 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 村道沖村八号線 1978 4.8 5.2 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 村道乳房線 1978 6.0 5.1 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅲ

乳房橋 (ﾁﾌﾞｻﾊﾞｼ) 村道乳房線 1978 6.0 4.8 小笠原村 東京都 小笠原村 Ⅲ


